令和２年度 第１四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２年度における第１四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。 なお、掲載されている案件は、全て令和２年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件に発注される予定の
ものです。
１ 公表の対象契約
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。
２ 問い合わせ先
北海道開発局 開発監理部 会計課契約スタッフ
〒060-8511
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）
３ 物品等契約の内容

件名

№

遠方監視制御装置製造及び据
付調整

発注案件の概要

公告予定
時
期

区分

遠方監視制御装置製造 一式
据付調整 一式

４月中旬 物品の販売、物品の製造

2 高規格道路情報システム改修

高規格道路情報システムの改修
一式

４月中旬 物品の販売、物品の製造

3 作業服外購入

作業服外の購入

５月中旬 物品の販売、物品の製造

4 遠隔勤務形態検討

遠隔勤務を行う際のシステムに関
する検討

５月中旬 役務の提供等

1

北海道開発局で利用している各
5 システムのバリアフリー対応検討 種システムのバリアフリー対応に
関する検討

５月中旬 役務の提供等

6

低潮線保全区域巡視試行作業
（UAV調査）

低潮線保全区域の基点の写真撮
影

４月下旬 役務の提供等

7

乗用自動車（４×４、５人乗）２台
（交換契約）

４×４ ５人乗 ２台

５月下旬 物品の販売、物品の製造

8

北海道開発局道路現況資料作
成

開発局道路職員向けの資料作
成、印刷

５月下旬 役務の提供等

災害時における道路その他の被災状況の
迅速な把握のため、災害用調査自転車を
調達する

５月下旬 物品の販売、物品の製造

長靴外の購入

６月上旬 物品の販売、物品の製造

9 調査自転車（災害用）購入

10 長靴外購入

備考

件名

№

発注案件の概要

公告予定
時
期

区分

11 農業用井戸状況調査

農業用井戸にかかる資料収集及
び運用データの整理 一式

６月上旬 役務の提供等

12 ソフトウェアライセンス購入

各種ソフトウエア及びライセンスの
購入

６月中旬 物品の販売、物品の製造

13

北海道開発局端末管理システム 端末管理システム外一式に関す
外一式検討
る検討

14 衛星通信車（CAR-SAT）1台購入 CAR-SAT 1台

６月中旬 役務の提供等

６月中旬 物品の販売、物品の製造

15

北海道開発局行政情報システム 行政情報システムサーバのシステ
運用管理監査
ム監査

６月下旬 役務の提供等

16

北方四島に関するヒアリング及び 北方四島の近況に精通する有識者へ
のヒアリング、北方四島に関する資料
資料整理業務
収集及び取りまとめ

６月下旬 役務の提供等

17

工事契約情報管理システム改良 工事契約情報管理システムの機
業務
能改良

６月下旬 役務の提供等

18

土木積算システム用サーバ一式 土木積算システム用サーバの借
の借入及び保守
入及び保守

６月下旬 役務の提供等

19

防災対策室映像配信設備製造
及び据付調整

災害対策室の映像配信設備等
更新 一式

６月下旬 物品の販売、物品の製造

道路情報システムの改修 一式

６月下旬 物品の販売、物品の製造

20 道路情報システム改修

21

農地及び基幹水利施設に係る整 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
備状況調査
し、登録・編集を行う

７月上旬 役務の提供等

22

電子納品保管管理システム用中 電子納品保管管理システム用
間サーバ一式の借入及び保守 サーバの借入及び保守

７月下旬 役務の提供等

23 用地管理システム改良業務

用地管理システムの改良

８月上旬 役務の提供等

24 防寒服購入

防寒服の購入

８月下旬 物品の販売、物品の製造

25 防寒長靴購入

防寒長靴の購入

８月下旬 物品の販売、物品の製造

プログラム改良業務

８月下旬 役務の提供等

27 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

９月上旬 役務の提供等

28 研修システム改良業務

研修システムの改良業務

９月中旬 役務の提供等

26

令和２年度 河川敷地占用許可
システム改良業務

備考

№

件名

発注案件の概要

公告予定
時
期

区分

Pilot-NXT（給与）ｼｽﾃﾑ及び人事 Pilot-NXT（給与）ｼｽﾃﾑ及び人事
管理ｼｽﾃﾑ改良業務
管理ｼｽﾃﾑの改良業務

９月中旬 役務の提供等

30 冬期道路維持に関する新聞広告

冬道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）に掲載する

９月中旬 役務の提供等

31 事務用いす購入

事務用いすの購入

１０月上旬 物品の販売、物品の製造

32 距離と時間検索システム改修

距離と時間検索システムの改修

１０月上旬 役務の提供等

29

33

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

１０月上旬 役務の提供等

34

北海道開発局道路事業概要作
成

北海道開発局道路事業概要の作
成、印刷

１０月下旬 役務の提供等

北海道開発局行政ネットワークＬ
行政ネットワークＬＡＮ関係機器の
35 ＡＮ関係機器の借入及び保守
１１月中旬 役務の提供等
再リース
（再リース）
36 災害備蓄品購入

災害備蓄食料等の購入

１１月下旬 物品の販売、物品の製造

37 ソフトウェアライセンス更新

各種ソフトウェアのライセンス更新

１１月下旬 物品の販売、物品の製造

38

北海道開発技術研究発表会 会 技術研究発表会の会場設営・撤去
事務局運営補助
場設営支援
機材リース

１２月上旬 役務の提供等

39

農地及び基幹水利施設に係る整 農地及び基幹水利施設に係る整備状況
について、調査結果を基に地図データの
備状況データ作成
作成・出力・製本を行う

１２月上旬 役務の提供等

北海道開発局営繕部設計図書
設計図書等のマイクロフィルム作
40 等マイクロフィルム作成及び電子
成及び電子情報化
化等業務
41

令和２年度 全国都市交通特性
調査（北海道ブロック）

42 IP伝送装置製造及び据付調整

43

北海道開発局道路調査資料作
成

全国都市交通特性調査における
実態調査

６月上旬 役務の提供等

IP伝送装置製造 一式
据付調整 一式

６月下旬 物品の販売、物品の製造

道路交通情勢調査に係る「各調
査票」の印刷

６月下旬 役務の提供等

令和２年 ３月１９日 Ｎo.41を追加、No.6を変更
令和２年 ４月２３日 Ｎo.42を追加
令和２年 ６月１２日 Ｎo.43を追加

１月中旬 役務の提供等

備考

