
　 　

番号 件　　　　　　　　名 履行期限 概　　　　　　　　　要 資格区分 入札予定時期

1 コピー用紙（A4）外1点購入（単価契約） 12ヶ月 コピー用紙の購入 物品の販売 第１四半期

2 油性ボールペン外102点購入（単価契約） 12ヶ月 事務用文具類の購入 物品の販売 第１四半期

3 堤防草刈機用機器購入 約2ヶ月 堤防草刈り機用の周囲探知装置等の購入 物品の販売 第１四半期

4 風洞実験用模型購入 約4ヶ月 吹雪室内実験用の防雪施設等模型の購入 物品の販売 第１四半期

5 苫小牧施工試験フィールド気象観測機器購入外 約7ヶ月
気象観測機器　1式、土木計測機器　1式、映像監視機器　1式、
共通機器　1式

物品の販売 第１四半期

6 低速載荷試験装置サーボモーター購入 約9ヶ月 低速載荷試験装置サーボモーターの購入
物品の販売
物品の製造

第１四半期

7 デジタルマイクロスコープ用高倍率レンズ購入 約3ヶ月
植物繊維に付着した粘土粒子等の状態を観察するためチーム
所有のデジタルマイクロスコープに設置できる高倍率のレンズを
購入

物品の販売 第１四半期

8 ドローン他一式購入 約2ヶ月 ドローンの調達 物品の販売 第１四半期

9 多項目水質計 約2ヶ月 多項目水質計の購入 物品の販売 第１四半期

10 演算用サーバー購入 約3ヶ月 演算用サーバー購入
物品の販売
物品の製造

第１四半期

11 絶対圧自記水位計外２点購入 約2ヶ月
圃場の地下水位を観測するため、絶対圧自記水位計外２点を
購入する。

物品の販売 第１四半期

12 拡散式硫化水素濃度測定器購入 約3ヶ月
肥培灌漑施設運転時の硫化水素濃度変化を測定するため、測
定器を購入する。

物品の販売 第１四半期

13 自動負荷制御式油圧万能試験機用治具 約3ヶ月
コンクリートおよび鋼材の強度試験を実施するために用いるた
めに購入する。

物品の販売
物品の製造

第１四半期

14 樋門操作支援ｼｽﾃﾑ用機器購入 約3ヶ月 樋門操作支援ｼｽﾃﾑ用機器の購入 物品の販売 第２四半期

15 比表面積測定装置購入 約3ヶ月
重金属溶出実験試料の水-岩石反応の解析に必要な実験試料
の比表面積を測定するための装置を購入

物品の販売 第２四半期

16 温度・水浸透・応力連成解析ソフト購入 約3ヶ月 温度・水浸透・応力連成解析ソフトの購入 物品の販売 第２四半期

17 酸素溶解実験装置購入 約6ヶ月 酸素溶解実験装置を購入し、現地に据え付ける。
物品の販売
物品の製造

第２四半期

18 水文・気象観測機器購入・据付 約5ヶ月 水文・気象観測機器を購入し，現地に据付・調整を行う
物品の販売
物品の製造

第２四半期

19 気象データ解析用ストレージサーバー購入 約6ヶ月
大容量のストレージサーバーを購入し、気候データの保存、解
析を行う

物品の販売
物品の製造

第２四半期

20 PC購入 約6ヶ月 UAV撮影動画の解析を行う
物品の販売
物品の製造

第２四半期

21 PCクラスタシステム増強 約6ヶ月 既存のPCクラスタを増強する 物品の販売 第２四半期

22 視程計外購入 約3ヶ月 視程計、風向風速計購入 物品の販売 第２四半期

23
定期刊行物（2023年）電子ジャーナルの購読及び洋雑誌の購入
（単価契約）

15ヶ月
情報センター所蔵の洋雑誌、チームが閲覧するオンライン
ジャーナルの購入

物品の販売
物品の製造

第３四半期

24 油圧サーボ試験機測定機器購入 約4ヶ月 油圧サーボ試験機の増設に伴う計測機器の購入
物品の販売
物品の製造

第３四半期

25 モニタリング実験用観測機器購入 約3ヶ月
降雨や融雪水の地盤への浸透を計測する温度計、レーザー変
位計、土壌水分計、データロガーなどの観測機器を購入

物品の販売 第３四半期

26 リモートデスクトップサービス用ライセンス更新 約1ヶ月
寒地土木研究所が既に運用しているソリトンシステムズ株式会
社の提供するSoliton SecureDesctop１ヶ年２９０ライセンスを更
新するものである。

物品の販売
物品の製造

第４四半期

令和４年度  物品発注見込み（年間分）
令和4年4月1日

寒地土木研究所　　１． 一般競争入札（価格競争）

　注）
　ここに掲載する内容は、令和４年４月１日現在の予定であるため、実際に発注する案件がこの掲載内容と異なる場合、又はここに掲載された案件が発注されない
場合、若しくはここに掲載されない案件が発注される場合があります。



　 　

番号 件　　　　　　　　名 履行期限 概　　　　　　　　　要 資格区分 入札予定時期

1 土木研究所情報セキュリティ脆弱性診断作業 約4ヶ月
攻撃者が実際に行う最新の攻撃手法を用いて客観的に検証す
るペネトレーションテストを実施する。

役務の提供等 第１四半期

2 基幹ネットワーク構成変更 約6ヶ月
当研究所の情報セキュリティ強化を図るための、ネットワーク構
成変更を行う。

役務の提供等 第１四半期

3
寒地土木研究所　一般定期健康診断及びその他健康診断（単
価契約）

約11ヶ月
職員等の一般定期健康診断及び情報機器(VDT)健診を巡回健
診で実施し、その他健康診断を札幌市内において実施する。

役務の提供等 第１四半期

4 電子計算機70台借入（単価契約） 48ヶ月 パソコンの借入 役務の提供等 第１四半期

5 寒地土木研究所 道東支所 原状回復作業 約1ヶ月
寒地土木研究所道東支所の閉所に伴い、賃借していた物件の
破損箇所修理・清掃等を行う。

役務の提供等 第１四半期

6 寒地技術推進室Webサイト改修 約5ヶ月 Webサイト（CMS）及びイベント管理システムの改修 役務の提供等 第１四半期

7 無電柱化機械試験補助 約7ヶ月
無電柱化施工のための開削、非開削機械及び地中探査技術に
ついての現場施工試験の補助を行う。

役務の提供等 第１四半期

8 風洞実験装置風速計校正外 約4ヶ月 風洞実験装置の風速計の校正とシステム改修を行う。 役務の提供等 第１四半期

9 ラウンドアバウト試験用エプロン設置作業 約2ヶ月
除雪機械走行試験のためのラウンドアバウト試験用エプロン設
置

役務の提供等 第１四半期

10 支承の挙動測定補助 約6ヶ月 実橋梁における支承挙動の計測補助 役務の提供等 第１四半期

11 床版の損傷状況整理補助 約6ヶ月 既設床版の損傷状況整理の補助 役務の提供等 第１四半期

12 コンクリート構造物の試験補助 約9ヶ月 試験体製作、物性試験の補助 役務の提供等 第１四半期

13 固化破砕土の強度試験補助 約8ヶ月 固化破砕土の物性値に関する試験一式 役務の提供等 第１四半期

14 補強材の引抜き試験作業 約9ヶ月
補強材（ストリップ）引抜き試験準備、作業、データ取りまとめ
一式

役務の提供等 第１四半期

15 CBR試験外作業 約8ヶ月 CBR試験外各種試験　一式 役務の提供等 第１四半期

16 渡河橋梁データ整理作業 約3ヶ月 橋梁データ整理　一式 役務の提供等 第１四半期

17 孔内形状小型計測装置製作 約5ヶ月
ボーリング孔内等の形状の経時変化をモアレ格子を投影する１
ピッチ位相解析法によって計測するための小型装置を製作す
る。

役務の提供等 第１四半期

18 植物繊維に含まれる重金属類の分析作業 約5ヶ月
排水に含まれる重金属類の浄化用の資材として使用した植物
繊維に含まれる重金属等の含有量の分析を行う。

役務の提供等 第１四半期

19
コンクリートの低温修復技術と耐久性向上に関する試験調査補
助

約11ヶ月
供試体製作、コンクリート試験、暴露試験の測定、曲げ載荷試
験

役務の提供等 第１四半期

20 複合劣化したRC部材の材料試験および載荷試験補助 約11ヶ月 供試体作製、室内試験、載荷試験 役務の提供等 第１四半期

21 試験舗装供用性調査補助作業 約12ヶ月 試験施工箇所の路面性状等調査補助作業 役務の提供等 第１四半期

22 石狩水理実験場流量制御弁更新 約10ヶ月
寒地土木研究所石狩水理実験場内の流量制御弁の更新作業
を行う。

役務の提供等 第１四半期

23 寒地土木研究所第4実験棟外施設維持作業 約12ヶ月
寒地土木研究所第4実験棟および石狩水理実験場内の寒地河
川チーム実験施設の維持作業を行う。

役務の提供等 第１四半期

24 水路模型床製作 約1ヶ月 断面水路の地形床の製作 役務の提供等 第１四半期

25 寒冷沿岸域における消波構造物に係る実験補助 約3ヶ月
沿岸域の消波構造物の越波量に関する水理模型実験(断面水
路使用)の補助

役務の提供等 第1四半期

26 ワイヤロープ式防護柵支柱衝突試験 約2ヶ月 スリーブ施工　１式、支柱衝突試験　１式 役務の提供等 第１四半期

27 研究業務成果整理作業 約3ヶ月
研究に関わる様々な資料を、今後に生かすため体系的に整理
し、利便性・検索性の向上を図る。

役務の提供等 第１四半期

28 大区画泥炭圃場沈下量計測等作業 約11ヶ月
大区画泥炭圃場の沈下状況等を把握するための地下水位・沈
下量等計測および土壌調査等を実施する。

役務の提供等 第１四半期

29 水田・転作田の地下水位計測等作業 約11ヶ月
今金町の水田と転作田で地下水位の変動等を把握するため，
地下水位計測，土壌試料採取等を行う。

役務の提供等 第１四半期

30 大区画圃場整備前後の土壌調査等作業 約7ヶ月
農地の区画整備が土壌性状に及ぼす影響を検証するため、整
備前後の現地調査と室内試験を行う。

役務の提供等 第１四半期

31 圃場の地下水位計測等作業 約8ヶ月
圃場の地下水位の変動等を把握するため、地下水位計測等を
行う。

役務の提供等 第１四半期

32 道路のリデザインに関する資料の整理・作成 約6ヶ月
ビューポイント整備などの道路空間の再利用に関する事例等の
資料整理・作成を行う。

役務の提供等 第１四半期

33 普及技術の動画撮影・制作外 約6ヶ月
重点・準重点普及技術の動画制作
講習会等の開催映像を収録し配信用動画を制作

役務の提供等 第２四半期

令和４年度  役務発注見込み（年間分）
令和4年4月1日

寒地土木研究所　　１． 一般競争入札（価格競争）



34 寒地技術推進室Webサイト改修・運用保守 約31ヶ月
Webサイト（CMS）及びイベント管理システムの改修
システム運用・保守（監視・障害対応含む）

役務の提供等 第２四半期

35 コラムポンプ試験装置仮設撤去 約4ヶ月
コラムポンプの実稼働試験を実施するため、試験装置の仮設及
び撤去を行う。

役務の提供等 第２四半期

36 除雪機械運転外試験補助 約2ヶ月 除雪機械試験の運転操作及び試験補助 役務の提供等 第２四半期

37 道路附属物情報提供支援システム改良 約3ヶ月 道路附属物情報提供支援システムの改良 役務の提供等 第２四半期

38 排水機場ポンプ設備におけるAI異常検知モデル制作 約6ヶ月
排水機場ポンプ設備において、設備の異常診断が可能となるAI
を用いた異常検知モデルを制作する。

役務の提供等 第２四半期

39 堆雪形状撮影作業 約6ヶ月 定点カメラを設置し、定期的に堆雪形状を撮影する。 役務の提供等 第２四半期

40 落石防護施設の衝撃実験等補助 約7ヶ月 試験体の設置・撤去、重錘衝撃実験等の補助 役務の提供等 第２四半期

41 落石防護柵部材の載荷試験等補助 約8ヶ月 試験体の製作、試験体の設置・撤去、静的載荷試験等の補助 役務の提供等 第２四半期

42 道路橋部材載荷実験および計測補助 約7ヶ月
道路橋に用いる部材の載荷実験および要素試験の試験体製作
および計測補助

役務の提供等 第２四半期

43 ゴム鋼板接着強度試験補助 約6ヶ月 ゴムと鋼板の接着強度試験補助 役務の提供等 第２四半期

44 床版の輪荷重走行試験補助 約8ヶ月 輪荷重走行試験、押抜き載荷試験、ジョイント性能試験の補助 役務の提供等 第２四半期

45
盛土現場におけるボーリング調査及び地下水観測孔の設置作
業

約2ヶ月
既存重金属対策盛土の盛土材と地盤試料の採取および現地盤
の地下水採取を目的に、ボーリング調査、試料採取、観測孔の
設置を行う。

役務の提供等 第２四半期

46 雪崩が発災した道路斜面の空中写真撮影作業 約4ヶ月
雪崩が発災した道路斜面において赤外線カメラを搭載したUAV
による無雪期の空中写真を撮影する。

役務の提供等 第２四半期

47 コンクリート構造物の品質耐久性向上に関する試験補助 約8ヶ月 配合試験、供試体作製、室内コンクリート試験 役務の提供等 第２四半期

48 コンクリートの耐凍害性能評価に関する調査試験補助 約8ヶ月

凍・塩害の進行抑制に効果的なシラン系表面含浸材の最適な
塗布方法の検討（再塗布の効果、塗布環境の影響など）に必要
なデータを得るための室内実験及び暴露試験
配合試験一式、供試体作製一式、室内コンクリート試験一式

役務の提供等 第２四半期

49 未利用資源を用いたコンクリートに関する試験補助 約7ヶ月 配合試験、供試体作製、室内コンクリート試験 役務の提供等 第２四半期

50 橋梁コンクリートの現地調査および試料分析試験補助 約8ヶ月 現地調査一式、室内コンクリート試験一式 役務の提供等 第２四半期

51 苫小牧寒地試験道路 舗装の支持力等測定補助作業 約8ヶ月 支持力測定作業・凍上量測定作業 役務の提供等 第２四半期

52 再生アスファルト混合物等の室内試験補助作業 約8ヶ月 アスファルトの室内試験・骨材の室内試験 役務の提供等 第２四半期

53 MMSによる路面計測作業 約8ヶ月 舗装の凍上量計測作業・路面計測作業 役務の提供等 第２四半期

54 北海道型SMAの高耐久化技術に関する室内試験補助 約7ヶ月 舗装の品質評価等に関する室内試験補助作業 役務の提供等 第２四半期

55 舗装の表面研削処理に関する室内試験補助作業 約7ヶ月 舗装の表面研削処理に関する室内試験 役務の提供等 第２四半期

56 海氷津波の沿岸構造物への作用に関する実験補助 約3ヶ月
海氷を伴う津波が沿岸構造物へ及ぼす作用に関する水理模型
実験(断面水路使用)の補助

役務の提供等 第2四半期

57 道路安全診断支援ツールの改良作業 約5ヶ月
交通事故分析用データベース更新作業 1式、交通事故分析シ
ステム更新作業 1式、モバイル端末ツール改良作業 1式

役務の提供等 第２四半期

58 研究広報資料作成作業 約3ヶ月 研究紹介パンフレット作成、雪氷チームwebサイト更新作業 役務の提供等 第２四半期

59 吹雪の視界情報専用サーバ維持管理作業 約7ヶ月
吹雪の視界情報専用サーバの外部ネットワーク構築、維持管理
を行う。

役務の提供等 第２四半期

60 土壌の飽和透水係数等分析作業 約5ヶ月
大区画整備前後の飽和透水係数および土壌肥料成分検証の
材料とするため、土壌理化学性の分析を行う。

役務の提供等 第２四半期

61 道の駅の利活用に関する資料の整理・作成 約5ヶ月
道の駅の多様な主体による利活用に関する事例等の資料整
理・作成を行う。

役務の提供等 第２四半期

62 歩行空間の利活用に関する資料の整理・作成 約5ヶ月 歩行空間の利活用に関する事例等の資料整理・作成を行う。 役務の提供等 第２四半期

63 DX技術を活用した街路樹に関する資料の整理・作成 約4ヶ月
DX技術を活用した街路樹の維持管理に関する事例等の資料整
理・作成を行う。

役務の提供等 第２四半期

64 景観の整備効果に関する資料の整理・作成 約4ヶ月
景観の整備効果とその予測技術に関する事例等の資料整理・
作成を行う。

役務の提供等 第２四半期

65 小型除雪用ホイールローダ外２台リース（単価契約） 約5ヶ月
研究所構内除雪のため、小型除雪用ホイールローダ外２台の
リースを行う。

役務の提供等 第３四半期

66 ラウンドアバウト試験用エプロン撤去復旧作業 約2ヶ月 ラウンドアバウト試験用エプロンを撤去及び舗装復旧 役務の提供等 第３四半期

67 排水機場ポンプ設備センサ設置作業 約5ヶ月
既存の排水機場自動計測システムの検知性能向上のため、新
たな計測項目を追加する。

役務の提供等 第３四半期

68 運搬排雪作業調査補助 約4ヶ月 運搬排雪作業の現地調査補助 役務の提供等 第３四半期

69 路面性状計測作業 約4ｹ月
フォグシール試験施工箇所のひび割れ幅計測、ひび割れ図作
成

役務の提供等 第３四半期

70 アスファルト乳剤の室内試験補助作業 約5ｹ月 タックコート用アスファルト乳剤・シール材の室内試験 役務の提供等 第３四半期



71 深層学習を用いたポットホール検出モデル構築作業 約5ヶ月 深層学習を用いたポットホール検出モデルの構築作業 役務の提供等 第３四半期

72 冬期路面状態調査試験補助 約4ヶ月
冬期路面状態調査補助1式、維持作業員調査補助1式、歩行空
間調査補助1式、データ整理・集計1式

役務の提供等 第３四半期

73 苫小牧寒地試験道路雪氷路面作製・維持作業 約4ヶ月 雪氷路面作成・維持管理1式、維持除雪1式、路面清掃1式 役務の提供等 第３四半期

74 視程観測用機器設置撤去及び保守点検作業 約6ヶ月 視程計や風向風速計の設置撤去作業を行う。 役務の提供等 第３四半期

75 視程障害・吹きだまり検知センサー試験補助作業 約5ヶ月 開発予定の各種センサーの試験を実施する。 役務の提供等 第３四半期

76 石狩実験場外除雪作業 約4ヶ月 石狩実験場内などの除雪作業を行う。 役務の提供等 第３四半期

77 2023年度月報印刷 13ヶ月 月報の印刷製本及び発送 役務の提供等 第４四半期

78 舗装欠損部の検出ソフトウェア改修作業 約3ヶ月 舗装欠損部の検出ソフトウェアの改修作業 役務の提供等 第４四半期

　注）
　ここに掲載する内容は、令和４年４月１日現在の予定であるため、実際に発注する案件がこの掲載内容と異なる場合、又はここに掲載された案件が発注されない
場合、若しくはここに掲載されない案件が発注される場合があります。


