
１　公表の対象契約

２　問い合わせ先

〒060-8511

３　物品等契約の内容

№ 件名 発注案件の概要
公告予定
時     期

区分 備考

1 次期北海道開発局サーバ検討
北海道開発局行政サーバの更改
検討

７月上旬 役務の提供等

2
農地及び基幹水利施設に係る整備
状況調査

農地及び基幹水利施設に係る整
備状況について、「整備状況把握
ツール」を使用し、登録・編集を行
う。

７月中旬 役務の提供等

3 農業用既設井戸状況調査
農業用既設井戸にかかる資料収
集及び運用データの整理  一式

７月中旬 役務の提供等

4 防災服購入 防災服の購入 ７月中旬 物品の販売、物品の製造

5 ピンネシリレーダ雨雪量計設備製造 レーダ設備製造　一式 ７月中旬 物品の販売、物品の製造

6
事務系システム用サーバ一式の借
入及び保守（再リース）

事務系システム用サーバ一式の
再リース

７月下旬 役務の提供等

7 防寒服購入 防寒服の購入 ８月上旬 物品の販売、物品の製造

8 防寒長靴購入 防寒長靴の購入 ８月上旬 物品の販売、物品の製造

9 農業用ダムデータ整理等作業
農業用ダムの利水管理データの
入力、グラフの整理

８月上旬 役務の提供等

10 自治体支援台帳作成
自治体へのTEC-FORCE派遣時
の事前資料作成

８月上旬 役務の提供等

11 ＰＣ一式の借入及び保守 PC一式の借入及び保守 ８月上旬 役務の提供等

12
北海道開発局入局案内資料作成業
務

入局案内パンフレットの作成 ８月上旬 役務の提供等

13
新用地管理システム導入に伴うシス
テム検討業務

新たな用地管理システムの導入
に向けた仕様等の検討

８月上旬 役務の提供等

14
北海道開発局水産課事務室カー
ペット張替等作業

水産課のカーペットの張り替等作
業

８月中旬 役務の提供等

北海道開発局　開発監理部　　会計課契約スタッフ

札幌市北区北８条西２丁目　札幌第１合同庁舎
℡　（代）011-709-2311（内線5833・5247）

　一般競争により発注することが見込まれる物品製造・購入及び役務契約（国の行為を秘密にする必要があるものを除
く。）です。

令和４年度　第２四半期以降に係る物品等契約発注の見通しの公表について

北海道開発局

　今回公表する発注の見通しの内容は、令和４年度における第２四半期以降に係る発注分ですが、実際に発注する物品等契約が
掲載内容と異なる場合や、中止となる場合又はここに掲載されない物品等契約が発注される場合があります。



№ 件名 発注案件の概要
公告予定
時     期

区分 備考

15
組織情報等共有データベースシス
テム改良業務

組織情報等共有データベースシ
ステムの改良

８月下旬 役務の提供等

16
北海道開発局行政情報システム運
用管理監査

無線LANシステムに対するペネト
レーションテスト

８月下旬 役務の提供等

17
水利権データベース入力・更新等作
業

水利権の動向を把握するために
既存データベースの更新入力作
業

８月下旬 役務の提供等

18 事務室カーペット張替等作業
事務室の季節カーペットの張替作
業及び事務室の配置換え作業

８月下旬 役務の提供等

19 冬期道路維持に関する新聞広告

冬期運転に関する注意喚起・除雪作業に
関する協力願い・災害時における緊急車
両の通行ルート確保に関する協力願いに
ついての新聞広告を編集・校正し、全道
版（朝刊）発行５社（北海道新聞・読売新
聞・朝日新聞・毎日新聞・日本経済新聞）
に掲載する。

８月下旬 役務の提供等

20 排水ポンプ車用予備品購入
・排水ポンプ車用予備排水ポンプ
・排水ポンプ車用予備排水ホース

８月下旬 物品の販売、物品の製造

21 用地管理システム改良業務 用地管理システムの改良 ９月上旬 役務の提供等

22 港湾空港事業関係資料作成
港湾空港事業に関する資料作成
を行う。

９月下旬 役務の提供等

23
統合脅威管理装置外ライセンス購
入

統合脅威管理装置外ライセンス
の購入　一式

９月下旬 物品の販売、物品の製造

24 港湾・空港工事積算データ等改定 積算システムの年度改定 ９月下旬 役務の提供等

25 河川敷地占用許可システム改良
河川敷地占用許可システムの改
良

９月下旬 役務の提供等

26 事務用いす購入 事務用いすの購入 ９月中旬 物品の販売、物品の製造

27 災害備蓄品購入 災害備蓄食料等の購入 １２月上旬 物品の販売、物品の製造

28 自動車修繕等労務単価外調査
自動車修繕等労務単価外調査
一式

８月中旬 役務の提供等

29
北海道開発局研修センター　空気調
和機及び送風機Vベルト等交換点
検

空気調和機及び送風機のVベルト
等の交換点検

８月下旬 役務の提供等

30
ロータリ除雪車　自動制御装置外購
入取付

・車載コントローラ
・ガイダンス装置
・後方安全対策装置

８月下旬 物品の販売、物品の製造

31 災害対策受援施設砕石敷均外作業
砕石敷均し、外灯撤去及び人工
芝剥離外

８月上旬 役務の提供等

32
ネットワークセキュリティ装置（UTM）
購入及び据付調整

ネットワークセキュリティ装置
（UTM）購入　一式
据付調整　一式

８月上旬 物品の販売、物品の製造

33 除雪トラック（１０ｔ級、IG外）２台購入
・10t級、4×4、IG　1台
・10t級、6×6、IGS　1台

９月中旬 物品の販売、物品の製造

34
小形除雪車（１．５ｍ級、草刈装置
付）２台購入

・1.5m級、兼用式、草刈装置付　2
台
（内：ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾚｽ 2台）

９月中旬 物品の販売、物品の製造

35
道路パトロールカー（４×４）５台購
入

・4×4、G　4台
・4×4、G、高規格道路対応型　1
台

９月中旬 物品の販売、物品の製造

36
乗用自動車（４×４、SW）２台（交換
契約）

・4×4、SW　２台 ９月下旬 物品の販売、物品の製造



№ 件名 発注案件の概要
公告予定
時     期

区分 備考

37
災害被災調査支援用資機材購入及
び調整

災害被災調査支援用機材の購
入・初期設定

10月中旬 物品の販売、物品の製造

38
パーソナルコンピュータ１４０式の借
入及び保守

北海道開発局内のクライアントパ
ソコンの借入及び保守

９月下旬 役務の提供等

39 閉域モバイルアクセス回線接続
部外の会議室からのアクセス及
びモバイル回線、と関連サービス
の提供

9月中旬 役務の提供等

40
北海道開発局行政ネットワーク機器
外更新検討

行政ネットワーク更新計画の作成
と職員端末OSのWindows11への
移行検討

9月下旬 役務の提供等

　令和４年９月５日  No.39～40　追加

　令和４年７月　４日  No.29　追加

　令和４年７月１５日  No.31　追加

　令和４年６月２８日  No.28　追加

　令和４年７月　７日  No.30　追加

　令和４年７月２２日  No.32～36　追加

　令和４年７月２９日  No.29　公告予定時期変更

　令和４年８月　９日  No.37　追加

　令和４年８月２６日  No.38　追加、No.26　公告予定時期変更


