
No. 決定日 物品等又は特定役務の名称 調達手段

1 H29.3.28 デジタルカラー複写機等の賃貸借契約 一般競争入札 平成29年2月14日 公告

2 H29.4.3
北海道電子自治体共同システム運用保
守業務

総合政策部 情報統計局情報政策課 随意契約 特例政令第11条第1項第1号 適用

3 H29.4.3
北海道自治体情報セキュリティクラウド運
用保守等業務

総合政策部 情報統計局情報政策課 随意契約 特例政令第11条第1項第1号 適用

4 H29.4.3
3・4・47文教通改良工事（その1）仮設材
（矢板）の賃貸借

随意契約 特例政令第11条第1項第1号適用

5 H29.4.3
湯の川総合流域防災工事（香雪橋）仮設
材（矢板）の賃貸借

随意契約 特例政令第11条第1項第1号適用

6 H29.4.3
八雲今金線橋梁架換工事（今金橋）仮設
材（矢板）の賃貸借

随意契約 特例政令第11条第1項第1号適用

7 H29.4.5 特別支援学校校舎等清掃業務（Ａ地区） 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年2月21日 公告

8 H29.4.5 特別支援学校校舎等清掃業務（Ｂ地区） 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年2月21日 公告

9 H29.4.5 特別支援学校校舎等清掃業務（Ｃ地区） 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年2月21日 公告

10 H29.4.5 特別支援学校校舎等清掃業務（Ｄ地区） 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年2月21日 公告

11 H29.4.5 特別支援学校校舎等清掃業務（Ｅ地区） 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年2月21日 公告

12 H29.4.5 特別支援学校校舎等清掃業務（Ｆ地区） 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年2月21日 公告

13 H29.4.5 貨物兼乗用自動車　１台 渡島総合振興局 総務課 一般競争入札 平成29年2月21日 公告

14 H29.4.10
平成29年度広報紙「ほっかいどう」制作及
び配布業務

総合政策部 知事室広報広聴課 一般競争入札 平成29年2月24日 公告

15 H29.4.25 道立学校で使用する電力需給契約 オホーツク教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年3月10日 公告

16 H29.4.28
後志管内道立学校で使用する電力需給
契約

後志教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年3月17日 公告

17 H29.4.28 デジタルカラー複写機等の賃貸借契約 上川総合振興局 南部森林室 一般競争入札 平成29年3月17日 公告

18 H29.5.8 タミフルドライシロップ3％30ｇ（瓶）備蓄用 保健福祉部 医務薬務課 随意契約 特例政令第11条第1項第1号 適用

19 H29.5.9
空知管内道立学校で使用する電力需給
契約

空知教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年3月24日 公告

20 H29.5.16 漁業研修所実習船建造工事 水産林務部 漁業研修所 一般競争入札 平成29年4月4日 公告

21 H29.5.24 釧路管内道立学校で使用する電力 釧路教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年3月24日 公告

22 H29.5.25
北海道指定庁舎等で使用する電力の需
給契約

総務部 総務課 一般競争入札 平成29年4月7日 公告

23 H29.5.30
ＬＧＷＡＮ接続用機器等の賃貸借契約一
式

警察本部 会計課 一般競争入札 平成29年4月18日 公告

24 H29.6.1
アグスタ式A109E型機体
（ぎんれい１号）3,200時間特別点検

警察本部 施設課 一般競争入札 平成29年4月21日 公告

25 H29.6.6
警察官（男性）用夏服上衣外１品目合計４
３４２点

警察本部 会計課 一般競争入札 平成29年4月25日 公告

26 H29.6.9
オンラインネットワーク用端末装置（480
台）の賃貸借契約一式

警察本部 会計課 一般競争入札 平成29年4月28日 公告

27 H29.6.9 公物管理用ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰの賃貸借契約 一般競争入札 平成29年4月28日 公告

28 H29.6.12 実習船若竹丸第二種中間検査工事 渡島教育局 実習船管理室 一般競争入札 平成29年4月28日 公告

29 H29.6.12 実習船北鳳丸第二種中間検査工事 渡島教育局 実習船管理室 随意契約 施行令第167条の2第1項第8号適用

30 H29.6.12 貨物兼乗用自動車の交換契約 上川総合振興局 総務課 一般競争入札 平成29年5月16日 公告

31 H29.6.13
警察官（男性）用合服上衣外１品目合計３
５７７点

警察本部 会計課 一般競争入札 平成29年5月2日 公告

調達機関 備考

上川総合振興局旭川建設管理部建設行政課

渡島総合振興局函館建設管理部建設行政課

渡島総合振興局函館建設管理部建設行政課

平成２９年度特定調達契約一覧

渡島総合振興局函館建設管理部建設行政課

上川総合振興局旭川建設管理部建設行政課
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No. 決定日 物品等又は特定役務の名称 調達手段調達機関 備考

32 H29.6.14 自動車　１台（自動車１台と交換） 渡島総合振興局 総務課 一般競争入札 平成29年4月28日 公告

33 H29.6.19
都道府県備蓄用ラピアクタ点滴静注液バ
イアル150mg

保健福祉部 医務薬務課 随意契約 特例政令第11条第1項第1号 適用

34 H29.6.23 イナビル吸入粉末剤20mg行政備蓄用 保健福祉部 医務薬務課 随意契約 特例政令第11条第1項第1号 適用

35 H29.6.23
北海道警察函館方面本部交通管制セン
ター上位装置の賃貸借　一式（１月当たり
の単価）

函館方面本部 会計課 一般競争入札 平成29年5月12日 公告

36 H29.6.29 録音・録画装置（設置型）35セット 警察本部 会計課 一般競争入札 平成29年5月16日 公告

37 H29.6.29
プラット＆ホイットニーカナダ式
ＰＷ２０６Ｃ型エンジン（ぎんれい１号）
２式の3,500時間定時点検

警察本部 施設課 一般競争入札 平成29年5月19日 公告

38 H29.6.30
行政情報コミュニケーションシステムサー
ビス提供業務委託

総合政策部 情報統計局情報政策課 一般競争入札 平成29年5月16日 公告

39 H29.6.30
タミフルカプセル75 100カプセル（PTP）備
蓄用

保健福祉部 医務薬務課 随意契約 特例政令第11条第1項第1号 適用

40 H29.7.3
Ａ重油１リットル当たりの単価（網走養護
学校）

オホーツク教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年5月19日 公告

41 H29.7.3
Ａ重油１リットル当たりの単価（北見支援
学校）

オホーツク教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年5月19日 公告

42 H29.7.3
Ａ重油１リットル当たりの単価（紋別養護
学校ひまわり学園分校）

オホーツク教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年5月19日 公告

43 H29.7.3
Ａ重油１リットル当たりの単価（紋別養護
学校）

オホーツク教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年5月19日 公告

44 H29.7.3
Ａ重油１リットル当たりの単価（紋別高等
養護学校）

オホーツク教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年5月19日 公告

45 H29.7.4
八雲今金線橋梁架換工事（今金橋）仮設
材（矢板その２）の賃貸借

一般競争入札 平成29年5月23日 公告

46 H29.7.6
自走式リール巻取散水機ほか1品目（全
42点）の購入契約

オホーツク総合振興局 総務課 一般競争入札 平成29年5月23日 公告

47 H29.7.7
物品の購入（除雪ドーザ１台、除雪トラッ
ク１台、凍結防止剤散布車２台）

一般競争入札 平成29年5月26日 公告

48 H29.7.10 パーソナルコンピュータの購入 総合政策部 情報統計局情報政策課 一般競争入札 平成29年5月30日 公告

49 H29.7.10 パーソナルコンピュータの賃貸借 総合政策部 情報統計局情報政策課 一般競争入札 平成29年5月30日 公告

50 H29.7.10 パーソナルコンピュータの賃貸借 総合政策部 情報統計局情報政策課 一般競争入札 平成29年5月30日 公告

51 H29.7.12 乗用自動車　１台 渡島総合振興局 総務課 一般競争入札 平成29年6月16日 公告

52 H29.7.12 乗用自動車　１台 渡島総合振興局 総務課 一般競争入札 平成29年6月16日 公告

53 H29.7.12 乗用自動車　１台 渡島総合振興局 総務課 一般競争入札 平成29年6月16日 公告

54 H29.7.12 貨物兼乗用自動車の交換契約 上川総合振興局 総務課 一般競争入札 平成29年6月16日 公告

55 H29.7.12 乗用自動車の交換契約 上川総合振興局 総務課 一般競争入札 平成29年6月16日 公告

56 H29.7.13 車載式速度測定装置7セット 警察本部 会計課 随意契約 特例政令第11条第1項第1号 適用

57 H29.7.13
道道川西芽室音更線中島橋架替（上部
工）防Ｂ改良工事

一般競争入札 平成29年5月29日 公告

58 H29.7.14 除雪トラック交換契約 一般競争入札 平成29年6月2日 公告

59 H29.7.18 漁業取締船北王丸上架修理工事 水産林務部 漁業管理課 一般競争入札 平成29年6月6日 公告

60 H29.7.18 漁業取締船海王丸上架修理工事 水産林務部 漁業管理課 一般競争入札 平成29年6月6日 公告

61 H29.7.19
北海道総合行政情報ネットワークマイク
ロ無線設備更新整備工事

総合政策部 情報統計局情報政策課 一般競争入札 平成29年5月16日 公告

62 H29.7.19 自動車（公共応急作業車）の賃貸借 随意契約 特例政令第11条第1項第1号適用

63 H29.7.20
釧路管内道立学校ポリ塩化ビフェニル廃
棄物処理業務委託契約

釧路教育局 道立学校運営支援室 随意契約 特例政令第11条第1項第1号 適用

後志総合振興局小樽建設管理部建設行政課

十勝総合振興局帯広建設管理部建設行政課

渡島総合振興局函館建設管理部建設行政課

空知総合振興局札幌建設管理部建設行政課

渡島総合振興局函館建設管理部建設行政課
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No. 決定日 物品等又は特定役務の名称 調達手段調達機関 備考

64 H29.7.21 除雪機械の購入 随意契約 施行令第167条の2第1項第8号適用

65 H29.7.21 除雪機械の購入 一般競争入札 平成29年6月9日 公告

66 H29.7.24
 除雪トラック(７ｔ級タンク付２台、１０ｔ級２
台) 交換契約　４台

一般競争入札 平成29年6月13日 公告

67 H29.7.26 漁業取締船ほっかい上架修理工事 水産林務部 漁業管理課 一般競争入札 平成29年6月13日 公告

68 H29.7.27 除雪トラック(10t級 6×6専用型)の購入 一般競争入札 平成29年6月16日 公告

69 H29.7.27 除雪グレーダ１台の購入 一般競争入札 平成29年6月16日 公告

70 H29.7.27 除雪トラック２台の交換 一般競争入札 平成29年6月16日 公告

71 H29.7.28
物品交換契約（除雪トラック10t級６×６専
用型　３台）

一般競争入札 平成29年6月16日 公告

72 H29.7.31 ミニパトカー22台 警察本部 会計課 一般競争入札 平成29年6月20日 公告

73 H29.8.1 横型マシニングセンタ一式 経済部 人材育成課 一般競争入札 平成29年6月16日 公告

74 H29.8.1 除雪トラック（10t級専用型）　４台 一般競争入札 平成29年6月16日 公告

75 H29.8.1 凍結防止剤散布車（湿式4.0㎥）　１台 一般競争入札 平成29年6月16日 公告

76 H29.8.2 複写機等の賃貸借契約（本庁等：46台） 出納局 会計管理室調達課 一般競争入札 平成29年7月21日 公告

77 H29.8.3
道庁行政情報ネットワークLAN機器（出先
機関）の賃貸借

総合政策部 情報統計局情報政策課 一般競争入札 平成29年6月23日 公告

78 H29.8.3
空港用ロータリ除雪車(2.6m/4,000t級)購
入契約　１台

一般競争入札 平成29年7月11日 公告

79 H29.8.4 乗用自動車の賃貸借契約 上川総合振興局 総務課 一般競争入札 平成29年7月7日 公告

80 H29.8.4 建設機械の売買契約 一般競争入札 平成29年6月23日 公告

81 H29.8.4 建設機械の売買契約 一般競争入札 平成29年6月23日 公告

82 H29.8.4 建設機械の売買契約 一般競争入札 平成29年6月23日 公告

83 H29.8.4 建設機械の売買契約 一般競争入札 平成29年6月23日 公告

84 H29.8.8
自走式リール巻取散水機ほか８品目全２
７４点

十勝総合振興局 総務課需品係 一般競争入札 平成29年6月27日 公告

85 H29.8.8
ロータリ除雪車（1.3ｍ/700ｔ）　１台
ロータリ除雪車（2.2ｍ/2,300t） ２台

一般競争入札 平成29年6月27日 公告

86 H29.8.8 除雪トラック（10t専用　6×6）　１台 一般競争入札 平成29年6月27日 公告

87 H29.8.10
北海道小樽水産高等学校レーダ・アルパ
シミュレーター売買契約

後志教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年6月30日 公告

88 H29.8.21 デジタル複写機21台の賃貸借契約 北見方面本部 会計課 一般競争入札 平成29年7月7日 公告

89 H29.8.22
警察官（男性）用冬服上衣外１品目合計３
２７３点

警察本部 会計課 一般競争入札 平成29年7月7日 公告

90 H29.8.25
交通パトカー（車載式速度測定装置搭載
車）7台

警察本部 会計課 一般競争入札 平成29年7月14日 公告

91 H29.8.25 除雪機械の購入・交換 一般競争入札 平成29年7月14日 公告

92 H29.8.29 オージェ電子分光分析装置 経済部 科学技術振興室 一般競争入札 平成29年7月18日 公告

93 H29.8.31 スノースィーパ１台の交換 一般競争入札 平成29年7月21日 公告

94 H29.9.1
北海道警察本部テレビ会議システムの賃
貸借契約一式

警察本部 会計課 一般競争入札 平成29年7月14日 公告

95 H29.9.12 暖房用燃料（Ａ重油） 十勝教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年7月28日 公告

96 H29.9.12 暖房用燃料（灯油） 十勝教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年7月28日 公告

上川総合振興局旭川建設管理部建設行政課

オホーツク総合振興局網走建設管理部建設行政課

オホーツク総合振興局網走建設管理部建設行政課

宗谷総合振興局稚内建設管理部建設行政課

留萌振興局留萌建設管理部建設行政課

釧路総合振興局釧路建設管理部建設行政課

釧路総合振興局釧路建設管理部建設行政課

渡島総合振興局函館建設管理部建設行政課

胆振総合振興局室蘭建設管理部建設行政課

胆振総合振興局室蘭建設管理部建設行政課

宗谷総合振興局稚内建設管理部建設行政課

上川総合振興局旭川建設管理部建設行政課

上川総合振興局旭川建設管理部建設行政課

上川総合振興局旭川建設管理部建設行政課

十勝総合振興局帯広建設管理部建設行政課

十勝総合振興局帯広建設管理部建設行政課

オホーツク総合振興局網走建設管理部建設行政課

釧路総合振興局釧路建設管理部建設行政課
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No. 決定日 物品等又は特定役務の名称 調達手段調達機関 備考

97 H29.9.15
交番・駐在所ネットワーク機器の賃貸借
契約一式

警察本部 会計課 一般競争入札 平成29年8月1日 公告

98 H29.9.15 自動車（公共応急作業車）の賃貸借 随意契約 特例政令第11条第1項第1号適用

99 H29.9.15 自動車（公共応急作業車）の賃貸借 随意契約 特例政令第11条第1項第1号適用

100 H29.9.15 自動車（公共応急作業車）の賃貸借 随意契約 特例政令第11条第1項第1号適用

101 H29.9.19
北海道教育情報通信ネットワーククラウド
サービス提供業務

総合政策部 情報統計局情報政策課 一般競争入札 平成29年8月8日 公告

102 H29.9.19 漁業取締船ほくと上架修理工事 水産林務部 漁業管理課 一般競争入札 平成29年8月8日 公告

103 H29.9.20 乗用自動車　１台 渡島総合振興局 総務課 一般競争入札 平成29年8月8日 公告

104 H29.9.20 乗用自動車　１台 渡島総合振興局 総務課 一般競争入札 平成29年8月8日 公告

105 H29.9.21
空港用化学消防車(5,000立級)交換契約
１台

一般競争入札 平成29年8月8日 公告

106 H29.9.22 カーロケ－タシステム一式 警察本部 会計課 一般競争入札 平成29年8月8日 公告

107 H29.9.22 重要犯罪等捜査支援システム（29）一式 警察本部 会計課 一般競争入札 平成29年8月8日 公告

108 H29.9.22
捜査指揮室大型映像表示システムの賃
貸借契約一式

警察本部 会計課 一般競争入札 平成29年8月8日 公告

109 H29.9.22
総合指揮室大型表示システム機器の賃
貸借契約一式

警察本部 会計課 一般競争入札 平成29年8月8日 公告

110 H29.9.22
通信指令室大型表示システムの賃貸借
契約一式

警察本部 会計課 一般競争入札 平成29年8月8日 公告

111 H29.9.28
第48回衆議院議員総選挙及び第24回最
高裁判所裁判官国民審査に用いる投票
用紙

随意契約 施行令第167条の2第1項第5号 適用

112 H29.9.29
物品の購入（凍結防止剤及び滑り止め
材）

一般競争入札 平成29年8月18日 公告

113 H29.9.29
物品売買契約（ロータリ除雪車1.0m/200t
級　１台）

一般競争入札 平成29年9月5日 公告

114 H29.10.3
Ａ重油１リットル当たりの単価（北見地区
①）

オホーツク教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年9月1日 公告

115 H29.10.3
Ａ重油１リットル当たりの単価（北見地区
②）

オホーツク教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年9月1日 公告

116 H29.10.3
Ａ重油１リットル当たりの単価（北見地区
③）

オホーツク教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年9月1日 公告

117 H29.10.3
Ａ重油１リットル当たりの単価（北見地区
④）

オホーツク教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年9月1日 公告

118 H29.10.3
Ａ重油１リットル当たりの単価（訓子府地
区）

オホーツク教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年9月1日 公告

119 H29.10.3 自動車（公共応急作業車）の賃貸借 随意契約 特例政令第11条第1項第1号適用

120 H29.10.4 Ａ重油１リットル当たりの単価（網走地区） オホーツク教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年9月1日 公告

121 H29.10.4 Ａ重油１リットル当たりの単価（美幌地区） オホーツク教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年9月1日 公告

122 H29.10.4 Ａ重油１リットル当たりの単価（斜里地区） オホーツク教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年9月1日 公告

123 H29.10.4 Ａ重油１リットル当たりの単価（紋別地区） オホーツク教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年9月1日 公告

124 H29.10.4 Ａ重油１リットル当たりの単価（興部地区） オホーツク教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年9月1日 公告

125 H29.10.4 Ａ重油１リットル当たりの単価（遠軽地区） オホーツク教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年9月1日 公告

126 H29.10.4
Ａ重油１リットル当たりの単価（佐呂間地
区）

オホーツク教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年9月1日 公告

127 H29.10.6
第48回衆議院議員総選挙選挙公報及び
第24回最高裁判所裁判官国民審査審査
公報

随意契約 施行令第167条の2第1項第5号 適用

128 H29.10.10 パーソナルコンピュータの購入 総合政策部 情報統計局情報政策課 一般競争入札 平成29年9月15日 公告

129 H29.10.10 パーソナルコンピュータの購入 総合政策部 情報統計局情報政策課 一般競争入札 平成29年9月15日 公告

空知総合振興局札幌建設管理部建設行政課

渡島総合振興局函館建設管理部建設行政課

渡島総合振興局函館建設管理部建設行政課

渡島総合振興局函館建設管理部建設行政課

宗谷総合振興局稚内建設管理部建設行政課

選挙管理委員会事務局

渡島総合振興局函館建設管理部建設行政課

渡島総合振興局函館建設管理部建設行政課

選挙管理委員会事務局
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No. 決定日 物品等又は特定役務の名称 調達手段調達機関 備考

130 H29.10.10
道道泊共和線交付金(国富１号トンネル）
工事

一般競争入札 平成29年6月23日 公告

131 H29.10.11 凍結防止剤及びすべり止め材 一般競争入札 平成29年8月25日 公告

132 H29.10.11 パーソナルコンピュータの賃貸借 一般競争入札 平成29年8月29日 公告

133 H29.10.13 除雪機械の購入・交換 一般競争入札 平成29年9月1日 公告

134 H29.10.16 パーソナルコンピュータ等の賃貸借一式 経済部 人材育成課 一般競争入札 平成29年8月25日 公告

135 H29.10.16 防滑材・凍結防止剤の購入 一般競争入札 平成29年9月1日 公告

136 H29.10.16
塩化カルシウム水溶液（液状凍結防止
剤）単価契約

一般競争入札 平成29年9月1日 公告

137 H29.10.16 混合塩化物（粒状凍結防止剤）単価契約 一般競争入札 平成29年9月1日 公告

138 H29.10.17 Ａ重油購入契約 後志教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年9月5日 公告

139 H29.10.19
警察本部札幌運転免許試験場コース及
びコース周辺除雪業務

警察本部 施設課 一般競争入札 平成29年9月8日 公告

140 H29.10.19 乗用自動車の交換契約 上川総合振興局 総務課 一般競争入札 平成29年9月15日 公告

141 H29.10.19 乗用自動車の交換契約 上川総合振興局 総務課 一般競争入札 平成29年9月15日 公告

142 H29.10.23 北海道消防防災ヘリコプター　一式 総務部 危機対策課防災航空室 一般競争入札 平成29年9月15日 公告

143 H29.10.23
特種自動車（ストレッチャー仕様）の購入
契約

総務部 原子力安全対策課 一般競争入札 平成29年9月12日 公告

144 H29.10.24 粒状凍結防止剤の１㎏当たりの単価 一般競争入札 平成29年9月5日 公告

145 H29.10.24 粒状凍結防止剤の１㎏当たりの単価 一般競争入札 平成29年9月5日 公告

146 H29.10.24 粒状凍結防止剤の１㎏当たりの単価 一般競争入札 平成29年9月5日 公告

147 H29.10.24 公物管理用ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰの賃貸借契約 一般競争入札 平成29年9月29日 公告

148 H29.10.26 除雪トラック(10t級 6×6専用型)の購入 一般競争入札 平成29年9月8日 公告

149 H29.10.31
放置車両確認処理用携帯端末装置等一
式の賃貸借契約

警察本部 会計課 一般競争入札 平成29年9月12日 公告

150 H29.10.31
放置駐車違反管理用システム用サーバ
装置等一式の賃貸借契約

警察本部 会計課 一般競争入札 平成29年9月12日 公告

151 H29.11.8
入札契約総合管理システム機器の賃貸
借

建設部建設政策局 建設管理課 一般競争入札 平成29年9月26日 公告

152 H29.11.17 北海道庁本庁舎構内除排雪業務 総務部 総務課 随意契約 施行令第167条の2第1項第8号 適用

153 H29.11.17
オンラインネットワーク用端末装置（949
台）の賃貸借契約一式

警察本部 会計課 一般競争入札 平成29年10月6日 公告

154 H29.11.17
ハンディターミナルほかの賃貸借（100台
分）一式

警察本部 会計課 一般競争入札 平成29年10月6日 公告

155 H29.11.20 パーソナルコンピューター　６台 渡島総合振興局 総務課 一般競争入札 平成29年10月13日 公告

156 H29.12.12 パーソナルコンピュータ等の賃貸借契約 渡島総合振興局 農務課 一般競争入札 平成29年10月31日 公告

157 H29.12.15 パーソナルコンピュータの購入 総合政策部 情報統計局情報政策課 一般競争入札 平成29年11月17日 公告

158 H29.12.15 パーソナルコンピュータの購入 総合政策部 情報統計局情報政策課 一般競争入札 平成29年11月17日 公告

159 H29.12.15 パーソナルコンピュータの購入 総合政策部 情報統計局情報政策課 一般競争入札 平成29年11月17日 公告

160 H29.12.15 パーソナルコンピュータの賃貸借 総合政策部 情報統計局情報政策課 一般競争入札 平成29年11月17日 公告

161 H29.12.15 パーソナルコンピュータの賃貸借 総合政策部 情報統計局情報政策課 一般競争入札 平成29年11月17日 公告

162 H29.12.15 パーソナルコンピュータの賃貸借 総合政策部 情報統計局情報政策課 一般競争入札 平成29年11月17日 公告

渡島総合振興局函館建設管理部建設行政課

後志総合振興局小樽建設管理部入札契約課

胆振総合振興局室蘭建設管理部建設行政課

渡島総合振興局函館建設管理部建設行政課

オホーツク総合振興局網走建設管理部建設行政課

オホーツク総合振興局網走建設管理部建設行政課

釧路総合振興局釧路建設管理部建設行政課

釧路総合振興局釧路建設管理部建設行政課

渡島総合振興局函館建設管理部建設行政課

渡島総合振興局函館建設管理部建設行政課

渡島総合振興局函館建設管理部建設行政課

渡島総合振興局函館建設管理部建設行政課
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163 H29.12.15 貨物自動車の賃貸借　１５台 水産林務部 道有林課 一般競争入札 平成29年10月31日 公告

164 H29.12.22 乗用自動車　１台 渡島総合振興局 総務課 一般競争入札 平成29年11月10日 公告

165 H29.12.25 パーソナルコンピュータ一式購入契約 上川教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年11月28日 公告

166 H30.1.11 石狩管内道立学校で使用する電力 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年11月21日 公告

167 H30.1.12
ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀの購入（網走地区）186
台一式

オホーツク教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年11月28日 公告

168 H30.1.12
ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀの購入（北見地区）200
台一式

オホーツク教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年11月28日 公告

169 H30.1.12
ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀの購入（紋別地区）149
台一式

オホーツク教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年11月28日 公告

170 H30.1.15 胆振管内道立学校で使用する電力 胆振教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年11月21日 公告

171 H30.1.18
自動車の交換契約　小型乗用自動車　１
台

渡島総合振興局 総務課 一般競争入札 平成29年12月22日 公告

172 H30.1.19
上川管内道立学校で使用する電力受給
契約

上川教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年12月8日 公告

173 H30.1.22
ほっかいどうスクールネット遠隔授業に使
用するカメラ等機器の賃貸者

総合政策部 情報統計局情報政策課 一般競争入札 平成29年12月12日 公告

174 H30.1.22
北海道議会庁舎改築その他工事（１工
区）

建設部建築局 建築整備課 一般競争入札 平成29年10月24日 公告

175 H30.1.22
北海道議会庁舎改築その他工事（２工
区）

建設部建築局 建築整備課 一般競争入札 平成29年10月24日 公告

176 H30.1.22
パーソナルコンピュータ一式購入契約（石
狩A地区）

石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年11月28日 公告

177 H30.1.22
パーソナルコンピュータ一式購入契約（石
狩B地区）

石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年11月28日 公告

178 H30.1.22
パーソナルコンピュータ一式購入契約（石
狩C地区）

石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年11月28日 公告

179 H30.1.22
パーソナルコンピュータ一式購入契約（石
狩D地区）

石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年11月28日 公告

180 H30.1.22
パーソナルコンピュータ一式購入契約（石
狩E地区）

石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年11月28日 公告

181 H30.1.22
パーソナルコンピュータ一式購入契約（石
狩F地区）

石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年11月28日 公告

182 H30.1.25 警察本部庁舎で使用する電力 警察本部 施設課 一般競争入札 平成29年12月12日 公告

183 H30.1.25 乗用自動車の交換契約 上川総合振興局 総務課 一般競争入札 平成29年12月12日 公告

184 H30.1.25 乗用自動車の交換契約 上川総合振興局 総務課 一般競争入札 平成29年12月12日 公告

185 H30.1.25 乗用自動車の交換契約 上川総合振興局 総務課 一般競争入札 平成29年12月12日 公告

186 H30.1.25 貨物兼乗用自動車の交換契約 上川総合振興局 総務課 一般競争入札 平成29年12月12日 公告

187 H30.1.25 貨物兼乗用自動車の購入契約 上川総合振興局 総務課 一般競争入札 平成29年12月12日 公告

188 H30.1.29 自動車（公共応急作業車）の賃貸借 随意契約 特例政令第11条第1項第1号適用

189 H30.1.29
貨物兼乗用自動車の交換（引渡貨物兼
乗用自動車、取得貨物兼乗用自動車　各
1台）

オホーツク総合振興局 総務課 一般競争入札 平成30年1月5日 公告

190 H30.1.30 北海道立衛生研究所ほか電力需給契約 衛生研究所 企画総務部総務G 一般競争入札 平成29年12月19日 公告

191 H30.1.30
貨物兼乗用自動車の交換契約（総務部
職員厚生課）

出納局 会計管理室調達課 一般競争入札 平成30年1月5日 公告

192 H30.1.30 パーソナルコンピュータの購入 一般競争入札 平成29年12月19日 公告

193 H30.1.31
北海道庁本庁舎等で使用する電力の需
給契約

総務部 総務課 一般競争入札 平成29年12月15日 公告

194 H30.1.31
北海道庁別館西棟庁舎で使用する電力
の需給契約

総務部 総務課 一般競争入札 平成29年12月15日 公告

195 H30.2.1
自動車　１台（貨物兼乗用自動車１台と交
換）

渡島総合振興局 総務課 一般競争入札 平成29年12月22日 公告

渡島総合振興局函館建設管理部建設行政課
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196 H30.2.5 パーソナルコンピュータの購入 総合政策部 情報統計局情報政策課 一般競争入札 平成30年1月9日 公告

197 H30.2.5 パーソナルコンピュータの購入 総合政策部 情報統計局情報政策課 一般競争入札 平成30年1月9日 公告

198 H30.2.5 パーソナルコンピュータの購入 総合政策部 情報統計局情報政策課 一般競争入札 平成30年1月9日 公告

199 H30.2.5 パーソナルコンピュータの購入 総合政策部 情報統計局情報政策課 一般競争入札 平成30年1月9日 公告

200 H30.2.5 パーソナルコンピュータの購入 総合政策部 情報統計局情報政策課 一般競争入札 平成30年1月9日 公告

201 H30.2.5 パーソナルコンピュータの購入 総合政策部 情報統計局情報政策課 一般競争入札 平成30年1月9日 公告

202 H30.2.5 パーソナルコンピュータの賃貸借 総合政策部 情報統計局情報政策課 一般競争入札 平成30年1月9日 公告

203 H30.2.6 道立学校で使用する電力需給契約 渡島教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年12月22日 公告

204 H30.2.14 乗用自動車の交換 一般競争入札 平成30年1月19日 公告

205 H30.2.16
乗用自動車の賃貸借（1.4リットル以上1.5
リットル未満　1台）

オホーツク総合振興局 総務課 一般競争入札 平成30年1月16日 公告

206 H30.2.20
自記温度記録装置のデータ収集装置　一
式

渡島総合振興局 企画総務課 一般競争入札 平成30年1月9日 公告

207 H30.2.21
PPC用紙等購入単価契約（A4判札幌市
北部地区）

石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年12月22日 公告

208 H30.2.21
PPC用紙等購入単価契約（A4判札幌市
中央地区）

石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年12月22日 公告

209 H30.2.21
PPC用紙等購入単価契約（A4判札幌市
西部地区）

石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年12月22日 公告

210 H30.2.21
PPC用紙等購入単価契約（A4判札幌市
東部地区）

石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年12月22日 公告

211 H30.2.21
PPC用紙等購入単価契約（江別石狩当
別地区）

石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年12月22日 公告

212 H30.2.21
PPC用紙等購入単価契約（北広島恵庭
千歳地区）

石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年12月22日 公告

213 H30.2.21
PPC用紙等購入単価契約（B4判札幌市A
地区）

石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年12月22日 公告

214 H30.2.21
PPC用紙等購入単価契約（B4判札幌市B
地区）

石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年12月22日 公告

215 H30.2.21
PPC用紙等購入単価契約（B4判石狩地
区）

石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年12月22日 公告

216 H30.2.21 PPC用紙等購入単価契約（A3判全域） 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年12月22日 公告

217 H30.2.21 PPC用紙等購入単価契約（B5判全域） 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年12月22日 公告

218 H30.2.21
PPC用紙等購入単価契約（更紙A４判全
域）

石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年12月22日 公告

219 H30.2.21
PPC用紙等購入単価契約（更紙B4判全
域）

石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成29年12月22日 公告

220 H30.2.23
暖房用燃料の単価契約（衛生研究所：Ａ
重油）

出納局 会計管理室調達課 一般競争入札 平成30年1月9日 公告

221 H30.2.26
複写機の賃貸借契約（モノクロ1台　社会
福祉課）

オホーツク総合振興局 総務課 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

222 H30.2.26
複写機の賃貸借契約（モノクロ1台　維持
管理課）

オホーツク総合振興局 総務課 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

223 H30.2.26
複写機の賃貸借契約（モノクロ1台　事業
課）

オホーツク総合振興局 総務課 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

224 H30.2.26
複写機の賃貸借契約（モノクロ・カラー1
台　建設行政課）

オホーツク総合振興局 総務課 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

225 H30.2.26
複写機の賃貸借契約（モノクロ・フルカ
ラー・モノカラー1台　北見出張所）

オホーツク総合振興局 総務課 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

226 H30.2.26
複写機の賃貸借契約（モノクロ1台　網走
保健所）

オホーツク総合振興局 総務課 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

227 H30.2.26
複写機の賃貸借契約（モノクロ1台　北見
保健所）

オホーツク総合振興局 総務課 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

228 H30.2.26
複写機の賃貸借契約（モノクロ1台　網走
高等看護学院）

オホーツク総合振興局 総務課 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

オホーツク総合振興局網走建設管理部建設行政課
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229 H30.2.26
複写機の賃貸借契約（モノクロ・フルカ
ラー1台　西部森林室）

オホーツク総合振興局 総務課 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

230 H30.2.26 パーソナルコンピュータ等の賃貸借 一般競争入札 平成30年1月25日 公告

231 H30.2.27
石狩管内道立学校複写機等賃貸借契約
（A地区）

石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月16日 公告

232 H30.2.27
石狩管内道立学校複写機等賃貸借契約
（B地区）

石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月16日 公告

233 H30.2.27
石狩管内道立学校複写機等賃貸借契約
（C地区）

石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月16日 公告

234 H30.2.27
石狩管内道立学校複写機等賃貸借契約
（D地区）

石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月16日 公告

235 H30.2.27
石狩管内道立学校複写機等賃貸借契約
（E地区）

石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月16日 公告

236 H30.2.27
貨物兼乗用自動車の交換（引渡貨物兼
乗用自動車、取得貨物兼乗用自動車　各
2台）

オホーツク総合振興局 総務課 一般競争入札 平成30年2月9日 公告

237 H30.2.28 乗用自動車　１台 渡島総合振興局 総務課 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

238 H30.3.1
指定庁舎等で使用する電力（業務用）の
需給契約

総務部 総務課 一般競争入札 平成30年2月16日 公告

239 H30.3.1 北海道庁物品託送業務 総務部 職員事務課 一般競争入札 平成30年1月19日 公告

240 H30.3.1 複写機等の賃貸借その１ほか 上川総合振興局 総務課 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

241 H30.3.2
デジタル複写機の賃貸借30台分一式（１
月当たりの単価及び1枚当たりの単価）

警察本部 会計課 一般競争入札 平成30年1月19日 公告

242 H30.3.2 複写機賃貸借契約（網走地区） オホーツク教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月19日 公告

243 H30.3.5
道立学校暖房用燃料（Ａ重油・灯油）購入
単価契約

空知教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月23日 公告

244 H30.3.6 複写機の賃貸借 胆振総合振興局 森林室 一般競争入札 平成30年2月7日 公告

245 H30.3.8
北海道札幌養護学校スクールバス賃貸
借契約

石狩教育局 道立学校運営支援室 随意契約 施行令第167条の2第1項第8号 適用

246 H30.3.8
北海道真駒内養護学校スクールバス賃
貸借契約

石狩教育局 道立学校運営支援室 随意契約 施行令第167条の2第1項第8号 適用

247 H30.3.8
北海道拓北養護学校スクールバス賃貸
借契約

石狩教育局 道立学校運営支援室 随意契約 施行令第167条の2第1項第8号 適用

248 H30.3.8
北海道星置養護学校スクールバス賃貸
借契約

石狩教育局 道立学校運営支援室 随意契約 施行令第167条の2第1項第8号 適用

249 H30.3.8
北海道星置養護ほしみ学園スクールバス
賃貸借契約

石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月23日 公告

250 H30.3.8
北海道札幌伏見支援学校スクールバス
賃貸借契約

石狩教育局 道立学校運営支援室 随意契約 施行令第167条の2第1項第8号 適用

251 H30.3.8 道立学校（西部）複写機等賃貸借契約 日高教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

252 H30.3.8 道立学校（東部）複写機等賃貸借契約 日高教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

253 H30.3.8 教育局複写機等賃貸借契約 日高教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

254 H30.3.8
道立学校暖房用燃料（A重油）単価契約
（浦河町地区）

日高教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

255 H30.3.8
道立学校暖房用燃料（A重油）単価契約
（新ひだか町地区）

日高教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

256 H30.3.8
道立学校暖房用燃料（A重油）単価契約
（日高町地区）

日高教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

257 H30.3.8
道立学校暖房用燃料（A重油）単価契約
（新ひだか町地区）

日高教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

258 H30.3.8 上川管内道立学校複写機賃貸借契約 上川教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月23日 公告

259 H30.3.8 デジタルカラー複写機等の賃貸借契約 上川総合振興局 北部森林室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

260 H30.3.8 デジタルカラー複写機等の賃貸借契約 上川総合振興局 北部森林室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

オホーツク総合振興局網走建設管理部建設行政課
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261 H30.3.9 自動車保管場所データ入力業務一式 警察本部 会計課 一般競争入札 平成30年1月23日 公告

262 H30.3.9
デジタル複写機の賃貸借　１４台一式（１
月当たりの単価及び１枚当たりの単価）

旭川方面本部 会計課 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

263 H30.3.9
北海道札幌国際情報高等学校CALLシス
テム賃貸借（１月当たりの単価）

石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

264 H30.3.9 Ａ重油購入契約 後志教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月6日 公告

265 H30.3.12
北海道本庁舎清掃業務（地上8階から地
上12階まで及び塔屋）

総務部 総務課 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

266 H30.3.12
北海道庁別館庁舎清掃業務（地上3階か
ら地上5階まで）

総務部 総務課 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

267 H30.3.12
北海道庁別館庁舎清掃業務（地上6階か
ら地上8階まで）

総務部 総務課 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

268 H30.3.12
北海道庁別館庁舎清掃業務（地上9階か
ら地上12階まで）

総務部 総務課 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

269 H30.3.12
乗用自動車の賃貸借（1.7リットル以上2.0
リットル未満　１台）

オホーツク総合振興局 総務課 一般競争入札 平成30年2月27日 公告

270 H30.3.13
平成30年度 北海道本庁等コピー用紙の
単価契約　A4ほか2件

出納局 会計管理室調達課 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

271 H30.3.13 自動車（公共応急作業車）の賃貸借 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

272 H30.3.14
北海道南幌養護学校スクールバス賃貸
借（恵庭コース）

空知教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月23日 公告

273 H30.3.14
北海道南幌養護学校スクールバス賃貸
借（恵庭・北広島コース）

空知教育局 道立学校運営支援室 随意契約 施行令第167条の2第1項第8号 適用

274 H30.3.14
北海道南幌養護学校スクールバス賃貸
借（江別コース）

空知教育局 道立学校運営支援室 随意契約 施行令第167条の2第1項第8号 適用

275 H30.3.14
北海道函館養護学校通学用バス借上運
行単価契約

渡島教育局 道立学校運営支援室 随意契約 施行令第167条の2第1項第8号 適用

276 H30.3.14
北海道七飯養護学校通学用バス借上運
行単価契約

渡島教育局 道立学校運営支援室 随意契約 施行令第167条の2第1項第8号 適用

277 H30.3.14 暖房用等燃料（Ａ重油） 十勝教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

278 H30.3.14 暖房用等燃料（灯油） 十勝教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

279 H30.3.15 道税に係る収納データの作成業務 総務部 税務課 随意契約 特例政令第11条第1項第1号 適用

280 H30.3.15
道立学校暖房用燃料（灯油）購入契約
（松前町地区）

渡島教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

281 H30.3.15
道立学校暖房用燃料（灯油）購入契約
（福島町地区）

渡島教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

282 H30.3.15
道立学校暖房用燃料（灯油）購入契約
（八雲町地区）

渡島教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

283 H30.3.15
道立学校暖房用燃料（灯油）購入契約
（森町地区）

渡島教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

284 H30.3.15
道立学校暖房用燃料（灯油）購入契約
（七飯町地区）

渡島教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

285 H30.3.15
道立学校暖房用燃料（灯油）購入契約
（北斗市地区）

渡島教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

286 H30.3.15
道立学校暖房用燃料（灯油）購入契約
（函館市（旧函館市部）地区）

渡島教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

287 H30.3.15
道立学校暖房用燃料（灯油）購入契約
（函館市（旧南茅部町）地区）

渡島教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

288 H30.3.15
道立学校暖房用燃料（重油）購入契約
（渡島西部地区）

渡島教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

289 H30.3.15
道立学校暖房用燃料（重油）購入契約
（渡島北部１地区）

渡島教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

290 H30.3.15
道立学校暖房用燃料（重油）購入契約
（渡島北部２地区）

渡島教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

291 H30.3.15
道立学校暖房用燃料（重油）購入契約
（北斗市地区）

渡島教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

292 H30.3.15
道立学校暖房用燃料（重油）購入契約
（函館市１地区）

渡島教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

293 H30.3.15
道立学校暖房用燃料（重油）購入契約
（函館市２地区）

渡島教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

渡島総合振興局函館建設管理部建設行政課
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294 H30.3.15
道立学校暖房用燃料（重油）購入契約
（函館市３地区）

渡島教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

295 H30.3.15
平成３０年度船舶用燃料（Ａ重油）の単価
契約

渡島教育局 実習船管理室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

296 H30.3.16 車両用燃料等の購入（単価契約） 警察本部 会計課 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

297 H30.3.16 Ａ重油 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

298 H30.3.16 Ａ重油 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

299 H30.3.16 Ａ重油 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

300 H30.3.16 Ａ重油 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

301 H30.3.16 Ａ重油 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

302 H30.3.16 Ａ重油 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

303 H30.3.16 Ａ重油 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

304 H30.3.16 Ａ重油 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

305 H30.3.16 Ａ重油 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

306 H30.3.16 Ａ重油 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

307 H30.3.16 Ａ重油 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

308 H30.3.16 Ａ重油 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

309 H30.3.16 Ａ重油 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

310 H30.3.16 Ａ重油 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

311 H30.3.16 Ａ重油 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

312 H30.3.16 Ａ重油 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

313 H30.3.16 灯油購入単価契約（A地区） 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

314 H30.3.16 灯油購入単価契約（B地区） 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

315 H30.3.16 灯油購入単価契約（C地区） 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

316 H30.3.16 灯油購入単価契約（D地区） 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

317 H30.3.16 灯油購入単価契約（E地区） 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

318 H30.3.16 灯油購入単価契約（F地区） 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

319 H30.3.16 灯油購入単価契約（G地区） 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

320 H30.3.16 灯油購入単価契約（H地区） 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

321 H30.3.16 灯油購入単価契約（I地区） 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

322 H30.3.16 灯油購入単価契約（J地区） 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

323 H30.3.16 灯油購入単価契約（K地区） 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

324 H30.3.16 灯油購入単価契約（L地区） 石狩教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月26日 公告

325 H30.3.16 暖房用燃料（A重油）伊達・虻田地域 胆振教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

326 H30.3.16 暖房用燃料（A重油）室蘭A地域 胆振教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月30日 公告
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327 H30.3.16 暖房用燃料（A重油）室蘭B・登別地域 胆振教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

328 H30.3.16 暖房用燃料（A重油）苫小牧A・白老地域 胆振教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

329 H30.3.16 暖房用燃料（A重油）苫小牧B地域 胆振教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

330 H30.3.16 暖房用燃料（A重油）安平・厚真地域 胆振教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

331 H30.3.16 暖房用燃料（A重油）むかわ地域 胆振教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

332 H30.3.16 暖房用燃料（灯油）伊達・虻田地域 胆振教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

333 H30.3.16 暖房用燃料（灯油）室蘭A地域 胆振教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

334 H30.3.16 暖房用燃料（灯油）室蘭B・登別地域 胆振教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

335 H30.3.16 暖房用燃料（灯油）苫小牧A・白老地域 胆振教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

336 H30.3.16 暖房用燃料（灯油）苫小牧B地域 胆振教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

337 H30.3.16 暖房用燃料（灯油）安平・厚真地域 胆振教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

338 H30.3.16 暖房用燃料（灯油）むかわ地域 胆振教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

339 H30.3.20
平成30年度漁業取締船用船舶燃料等の
購入に係る単価契約

水産林務部 漁業管理課 一般競争入札 平成30年1月30日 公告

340 H30.3.20
A重油（釧路湖陵高校、釧路工業高校及
び釧路東高校）

釧路教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

341 H30.3.20
A重油（釧路江南高校、釧路商業高校及
び釧路鶴野支援学校）

釧路教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

342 H30.3.20 A重油（釧路明輝高校） 釧路教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

343 H30.3.20 A重油（釧路養護学校） 釧路教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

344 H30.3.20 A重油（厚岸翔洋高校） 釧路教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

345 H30.3.20 A重油（標茶高校） 釧路教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

346 H30.3.20 A重油（弟子屈高校） 釧路教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

347 H30.3.20 A重油（阿寒高校） 釧路教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

348 H30.3.20 A重油（白糠高校） 釧路教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

349 H30.3.20
A重油（白糠養護学校（白糠学園を含
む））

釧路教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

350 H30.3.20
灯油（釧路湖陵高校、釧路工業高校及び
釧路東高校）

釧路教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

351 H30.3.20 灯油（釧路江南高校及び釧路明輝高校） 釧路教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

352 H30.3.20
灯油（釧路商業高校、釧路養護学校及び
釧路鶴野支援学校）

釧路教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

353 H30.3.20 灯油（厚岸翔洋高校） 釧路教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

354 H30.3.20 灯油（標茶高校） 釧路教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

355 H30.3.20 灯油（弟子屈高校） 釧路教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

356 H30.3.20 灯油（阿寒高校） 釧路教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

357 H30.3.20 灯油(白糠高校及び白糠養護学校） 釧路教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

358 H30.3.20
北海道胆振総合振興局森林室庁舎等清掃業
務（一式）

胆振総合振興局 森林室 一般競争入札 平成30年2月19日 公告

359 H30.3.22
道税総合情報処理システム電算処理業
務等委託契約

総務部 税務課 随意契約 特例政令第11条第1項第2号 適用
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360 H30.3.22 運転免許証プリンタ用消耗品 警察本部 会計課 随意契約 特例政令第11条第1項第2号 適用

361 H30.3.22 北海道室蘭養護学校スクール賃貸借 胆振教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年3月2日 公告

362 H30.3.22 上川管内スクールバス賃貸借契約 上川教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年3月2日 公告

363 H30.3.22 上川管内スクールバス賃貸借契約 上川教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年3月2日 公告

364 H30.3.23 財務会計トータルシステム業務処理委託 出納局 総務課 随意契約 特例政令第11条第1項第1号 適用

365 H30.3.23
航空タービン燃料油（ＪＩＳ1号）の購入（単
価契約・札幌）

警察本部 会計課 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

366 H30.3.23
航空タービン燃料油（ＪＩＳ１号）の購入（単
価契約・帯広）

警察本部 会計課 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

367 H30.3.23
機動隊給油施設用自動車ガソリンの単価
契約

警察本部 会計課 一般競争入札 平成30年2月2日 公告

368 H30.3.23
Ａ重油（ＪＩＳ１種２号）１リットル当たりの単
価

上川教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月9日 公告

369 H30.3.23 灯油（ＪＩＳ１号）１リットル当たりの単価 上川教育局 道立学校運営支援室 一般競争入札 平成30年2月9日 公告

370 H30.3.23 暖房用燃料単価契約 上川総合振興局 総務課 一般競争入札 平成30年2月9日 公告

371 H30.3.26
ヨーネ菌用培地「共立」（８ml／瓶×20瓶
／箱）の単価契約
調達予定数量　8,600箱

農政部 畜産振興課 一般競争入札 平成30年2月13日 公告

372 H30.3.26

牛ヨーネ病スクリーニング用エライザキッ
トの単価契約
調達予定数量　牛291,000頭に必要とさ
れる検査キット数

農政部 畜産振興課 一般競争入札 平成30年2月13日 公告

373 H30.3.26
ヨーネジーン・ＫＳの単価契約
調達予定数量　129箱

農政部 畜産振興課 一般競争入札 平成30年2月13日 公告

374 H30.3.26

ニッピブルＢＳＥ検査キットⅡ(ｱ)、ニッピＥ
ＬＩＳＡ試薬・前処理器材セット(ｲ)及び採材
用シリンダー(ｳ)の単価契約
調達予定数量　(ｱ)464ｷｯﾄ (ｲ)464ｾｯﾄ
(ｳ)373袋

農政部 畜産振興課 一般競争入札 平成30年2月13日 公告

375 H30.3.26
学習用システムパーソナルコンピュータ
賃貸借契約（17台一式）

オホーツク教育局 道立学校運営支援室 随意契約 特例政令第11条第1項第1号 適用

376 H30.3.27
平成３０年度工事施行情報共有システム
ほか運用業務

建設部建設政策局 建設管理課 随意契約 特例政令第11条第1項第1号 適用

377 H30.3.28
平成３０年度北海道土木工事設計積算電
算システム及び入札契約総合管理システ
ムほか運用業務

建設部建設政策局 建設管理課 随意契約 特例政令第11条第1項第1号 適用

378 H30.3.30
平成30年度住民基本台帳ネットワークシ
ステム北海道ネットワーク監視・保守に関
する業務　一式

総合政策部 地域振興局市町村課 随意契約 特例政令第11条第1項第1号 適用

379 H30.3.30
北海道公立学校校務支援システム運用
業務

教育庁 教育政策課 随意契約 特例政令第11条第1項第1号 適用

○平成２９年度契約の告示件数
総価契約　１４７件　　　単価契約　２３２件　　　　計　３７９件

○平成２９年度の契約件数
総価契約　１６１件　　　単価契約　３５４件　　　　計　５１５件
※単価契約には、１告示において複数の契約を行っているものがある。
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