
北海道防衛局における平成３０年度２次補正予算に係る建設工事等について、２次補正予算成立後に契約締結を予定している工事の発注予定情報を下記のとおりお知らせします。

なお、ここに記載する内容は、平成３１年１月１１日現在の予定であるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

1 礼文外(30補)ボイラー整備機械その他工事
礼文分屯地
名寄市

9ヶ月 管工事

【礼文分屯地】
ボイラー等更新の機械、電気及び建
築工事
【名寄市】
宿舎５棟のゴミ置き場新設工事

詳細図等作成業務一式

施工能力評価型 ３１．１月下旬 ３１．１．２９ ３１．２．２７
工事規模：５千万円以上１億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以
上）

2 函館(30補)ボイラー整備機械その他工事 函館市 8ヶ月 管工事
ボイラー等更新の機械、電気及び建
築工事

施工能力評価型 ３１．１月下旬 ３１．１．２９ ３１．２．２７
工事規模：５千万円以上１億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以
上）

3 東千歳外(３０補)宿舎等外柵整備土木その他工事
千歳市
札幌市

9ヶ月 土木一式工事
外柵等整備工事

詳細図等作成業務一式
施工能力評価型 ３１．１月下旬 ３１．１．２９ ３１．２．２７

工事規模：３千万円以上１億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以
上）

4 当別外(３０補)隊庁舎外壁等改修建築工事
当別分屯基地
北千歳駐屯地

9ヶ月 建築一式工事

【当別分屯基地】
隊舎（ＲＣ造２階建　約１，５９０ｍ２）改
修の建築工事
【北千歳駐屯地】
宿舎（ＲＣ造５階建　約２，９３０ｍ２）改
修の建築工事

詳細図等作成業務一式

施工能力評価型 ３１．１月下旬 ３１．１．２９ ３１．２．２７
工事規模：３千万円以上１億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以
上）

5 千歳(３０補)格納庫改修建築工事 千歳基地 9ヶ月 建築一式工事
格納庫（ＲＣ造平屋建　約５６０ｍ２）ほ
か１棟改修の建築工事

施工能力評価型 ３１．１月下旬 ３１．１．２９ ３１．２．２８
工事規模：１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以
上）

6 千歳(３０補)格納庫等改修機械その他工事 千歳基地 11ヶ月 管工事
格納庫（ＲＣ造平屋建　約５６０ｍ２）ほ
か１棟改修の機械、電気及び通信工
事

施工能力評価型 ３１．１月下旬 ３１．１．２９ ３１．２．２８
工事規模：１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以
上）

7 函館(３０補)外柵整備土木工事 函館基地隊 21ヶ月 土木一式工事 外柵整備工事 施工能力評価型 ３１．１月下旬 ３１．１．２９ ３１．２．２８
工事規模：３千万円以上１億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以
上）

8 沼田外(３０補)宿舎改修建築工事
沼田町
留萌市

21ヶ月 建築一式工事

【沼田町】
宿舎（ＲＣ造５階建　約１，０９０ｍ２）改
修の建築工事
【留萌市】
宿舎（ＲＣ造３階建　約２，０３０ｍ２）改
修の建築工事

詳細図等作成業務一式

施工能力評価型 ３１．１月下旬 ３１．１．２９ ３１．２．２８
工事規模：３億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以
上）

番号 工事件名 場所 期間 種別 工事概要

平成３０年度２次補正予算に係る建設工事等発注予定情報（建設工事）

開札予定日入札方式 公告予定
確認申請書

受付期限予定日
備考
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北海道防衛局における平成３０年度２次補正予算に係る建設工事等について、２次補正予算成立後に契約締結を予定している工事の発注予定情報を下記のとおりお知らせします。

なお、ここに記載する内容は、平成３１年１月１１日現在の予定であるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

番号 工事件名 場所 期間 種別 工事概要

平成３０年度２次補正予算に係る建設工事等発注予定情報（建設工事）

開札予定日入札方式 公告予定
確認申請書

受付期限予定日
備考

9 札幌外(３０補)宿舎駐車場等新設土木工事
札幌市
恵庭市

17ヶ月 土木一式工事

【札幌市】
宿舎の駐車場等新設工事
【恵庭市】
宿舎の外柵整備工事

詳細図等作成業務一式

施工能力評価型 ３１．１月下旬 ３１．１．２９ ３１．３．１
工事規模：３千万円以上１億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以
上）

10 沼田外(３０補)宿舎等改修機械その他工事
沼田町
留萌市
恵庭市

21ヶ月 管工事

【沼田町】
宿舎（ＲＣ造５階建　約１，０９０ｍ２）改
修の機械、電気及び通信工事
【留萌市】
宿舎（ＲＣ造３階建　約２，０３０ｍ２）改
修の機械、電気及び通信工事
【恵庭市】
宿舎３棟のアンテナ及び混合器設置
一式

詳細図等作成業務一式

施工能力評価型 ３１．１月下旬 ３１．１．２９ ３１．３．１
工事規模：１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以
上）

11 函館外(３０補)宿舎外壁等改修建築その他工事
函館市
奥尻町
八雲分屯基地

31ヶ月 建築一式工事

【函館市】
宿舎（ＲＣ造４階建　約２，８００ｍ２）改
修の建築工事
【奥尻町】
宿舎（ＲＣ造５階建　約２，２００ｍ２）改
修の建築工事
【八雲分屯基地】
隊舎（ＲＣ造平屋建　約３０ｍ２）増設
の建築、土木及び設備工事

詳細図等作成業務一式

施工能力評価型 ３１．１月下旬 ３１．１．２９ ３１．３．１
工事規模：１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以
上）

12 真駒内外(３０補)隊舎改修等建築工事
真駒内駐屯地
倶知安町

31ヶ月 建築一式工事

【真駒内駐屯地】
隊舎（ＲＣ造５階建　約７，７８０ｍ２）ほ
か１棟改修の建築工事
【倶知安町】
宿舎（ＲＣ造４階建　約１，０００ｍ２）改
修の建築工事

詳細図等作成業務一式

施工能力評価型 ３１．１月下旬 ３１．１．２９ ３１．３．１
工事規模：３千万円以上１億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以
上）

13 旭川外(３０補)ボイラー室新設等建築工事
旭川駐屯地
上富良野駐屯地

31ヶ月 建築一式工事

【旭川駐屯地】
ボイラ－室（Ｓ造平屋建　約１，３５０ｍ
２）新設の建築工事
【上富良野駐屯地】
隊舎（ＲＣ造５階建　約５，９７０ｍ２）改
修の建築工事

詳細図等作成業務一式

施工能力評価型 ３１．１月下旬 ３１．２．５ ３１．３．４
工事規模：１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以
上）
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北海道防衛局における平成３０年度２次補正予算に係る建設工事等について、２次補正予算成立後に契約締結を予定している工事の発注予定情報を下記のとおりお知らせします。

なお、ここに記載する内容は、平成３１年１月１１日現在の予定であるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

番号 工事件名 場所 期間 種別 工事概要

平成３０年度２次補正予算に係る建設工事等発注予定情報（建設工事）

開札予定日入札方式 公告予定
確認申請書

受付期限予定日
備考

14 旭川外(３０補)ボイラー室新設等土木工事
旭川駐屯地
上富良野駐屯地

33ヶ月 土木一式工事

【旭川駐屯地】
ボイラ－室（Ｓ造　平屋建　約１，３５０
ｍ２）新設の土木工事
【上富良野駐屯地】
隊舎（ＲＣ造　５階建　約５，９７０ｍ２）
改修の土木工事

詳細図等作成業務一式

施工能力評価型 ３１．１月下旬 ３１．２．５ ３１．３．４
工事規模：１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以
上）

15 千歳外(３０補)浴場新設等土木工事
千歳基地
安平駐屯地

33ヶ月 土木一式工事

【千歳基地】
浴場（ＲＣ造平屋建　約７９０ｍ２）新設
の土木工事
【安平駐屯地】
ボイラ－室（Ｓ造平屋建　約１１０ｍ２）
改修の土木工事

詳細図等作成業務一式

施工能力評価型 ３１．１月下旬 ３１．２．５ ３１．３．４
工事規模：１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以
上）

16 安平外(３０補)ボイラー室改修等機械その他工事
安平駐屯地
真駒内駐屯地
長沼分屯基地

33ヶ月 管工事

【安平駐屯地】
ボイラー等更新の機械、電気及び通
信工事
【真駒内駐屯地】
隊舎（ＲＣ造５階建　約７，７８０ｍ２）改
修の機械、電気及び通信工事
【長沼分屯基地】
ボイラー等更新の機械、電気及び通
信工事

詳細図等作成業務一式

簡易型 ３１．１月下旬 ３１．２．５ ３１．３．４
工事規模：３億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以
上）

17 旭川外(３０補)ボイラー室新設等機械その他工事
旭川駐屯地
上富良野駐屯地
稚内分屯基地

31ヶ月 管工事

【旭川駐屯地】
ボイラ－室（Ｓ造平屋建　約１，３５０ｍ
２）新設の機械、電気及び通信工事
【上富良野駐屯地】
隊舎（ＲＣ造５階建　約５，９７０ｍ２）改
修の機械、電気及び通信工事
【稚内分屯基地】
隊舎（ＲＣ造３階建　約２，２９０ｍ２）改
修の機械、電気及び通信工事

詳細図等作成業務一式

簡易型 ３１．１月下旬 ３１．２．５ ３１．３．５
工事規模：３億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以
上）

18 東千歳外(３０補)隊庁舎新設等土木工事
東千歳駐屯地
北千歳駐屯地

43ヶ月 土木一式工事

【東千歳駐屯地】
隊庁舎（ＲＣ造４階建　約４，５６０ｍ２）
ほか１棟新設の土木工事
【北千歳駐屯地】
庁舎（ＲＣ造３階建　約６，２５０ｍ２）新
設の土木工事

詳細図等作成業務一式

簡易型 ３１．１月下旬 ３１．２．５ ３１．３．５
工事規模：３億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以
上）
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北海道防衛局における平成３０年度２次補正予算に係る建設工事等について、２次補正予算成立後に契約締結を予定している工事の発注予定情報を下記のとおりお知らせします。

なお、ここに記載する内容は、平成３１年１月１１日現在の予定であるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

番号 工事件名 場所 期間 種別 工事概要

平成３０年度２次補正予算に係る建設工事等発注予定情報（建設工事）

開札予定日入札方式 公告予定
確認申請書

受付期限予定日
備考

19 襟裳(３０補)宿舎外壁等改修建築工事 えりも町 20ヶ月 建築一式工事

宿舎（ＲＣ造５階建　約１５９０ｍ２）改
修の建築工事

詳細図等作成業務一式

施工能力評価型 ３１．１月下旬 ３１．２．５ ３１．３．５
工事規模：３千万円以上１億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以
上）

20 当別(３０補)隊庁舎新設等土木工事 当別分屯基地 33ヶ月 土木一式工事

隊庁舎（ＲＣ造３階建　約２，７７０ｍ２）
新設の土木工事

詳細図等作成業務一式

施工能力評価型 ３１．１月下旬 ３１．２．５ ３１．３．５
工事規模：１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以
上）

21 当別外(３０補)隊庁舎新設等機械工事
当別分屯基地
千歳基地

33ヶ月 管工事

【当別分屯基地】
隊庁舎（ＲＣ造３階建　約２，７７０ｍ２）
新設の機械工事
【千歳基地】
浴場（ＲＣ造平屋建　約７９０ｍ２）新設
の機械工事

詳細図等作成業務一式

施工能力評価型 ３１．１月下旬 ３１．２．５ ３１．３．６
工事規模：３億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以
上）

22 当別外(３０補)隊庁舎新設等電気その他工事
当別分屯基地
千歳基地

33ヶ月 電気工事

【当別分屯基地】
隊庁舎（ＲＣ造３階建　約２，７７０ｍ２）
新設の電気及び通信工事
【千歳基地】
浴場（ＲＣ造平屋建　約７９０ｍ２）新設
の電気及び通信工事

詳細図等作成業務一式

施工能力評価型 ３１．１月下旬 ３１．２．５ ３１．３．６
工事規模：３億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以
上）

23 千歳(３０補)浴場新設等建築工事 千歳基地 31ヶ月 建築一式工事

浴場（ＲＣ造平屋建　約７９０ｍ２）新設
及び隊舎（ＲＣ造３階建　約２，６００ｍ
２） 改修の建築工事

詳細図等作成業務一式

簡易型 ３１．１月下旬 ３１．２．５ ３１．３．６
工事規模：３億円以上６．８億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以
上）

24 稚内(３０補)隊舎改修建築工事 稚内分屯基地 30ヶ月 建築一式工事

隊舎（ＲＣ造４階建　約３，８４０ｍ２）ほ
か１棟改修の建築工事

詳細図等作成業務一式

簡易型 ３１．１月下旬 ３１．２．５ ３１．３．７
工事規模：１億円以上３億円未満
金銭的保証（請負代金額の１０％以
上）

25 東千歳(３０補)隊庁舎新設等建築工事 東千歳駐屯地 40ヶ月 建築一式工事

隊庁舎（ＲＣ造４階建　約４，５６０ｍ２）
ほか１棟新設の建築工事

詳細図等作成業務一式

ＷＴＯ短縮型
（技術提案１課題）

３１．１月下旬 ３１．２．５ ３１．３．７
工事規模：３０億円以上４０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以
上）

4 / 5 ページ



北海道防衛局における平成３０年度２次補正予算に係る建設工事等について、２次補正予算成立後に契約締結を予定している工事の発注予定情報を下記のとおりお知らせします。

なお、ここに記載する内容は、平成３１年１月１１日現在の予定であるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

番号 工事件名 場所 期間 種別 工事概要

平成３０年度２次補正予算に係る建設工事等発注予定情報（建設工事）

開札予定日入札方式 公告予定
確認申請書

受付期限予定日
備考

26 北千歳外(３０補)庁舎新設等建築工事
北千歳駐屯地
安平駐屯地

40ヶ月 建築一式工事

【北千歳駐屯地】
庁舎（ＲＣ造３階建　約６，２５０ｍ２）新
設の建築工事
【安平駐屯地】)
ボイラ－室（Ｓ造平屋建　約１１０ｍ２）
改修の建築工事

詳細図等作成業務一式

ＷＴＯ短縮型
（技術提案１課題）

３１．１月下旬 ３１．２．５ ３１．３．７
工事規模：１０億円以上２０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以
上）

27 東千歳外(３０補)隊庁舎新設等機械工事
東千歳駐屯地
北千歳駐屯地

40ヶ月 管工事

【東千歳駐屯地】
隊庁舎（ＲＣ造４階建　約４，５６０ｍ２）
新設の機械工事
【北千歳駐屯地】
庁舎（ＲＣ造３階建　約６，２５０ｍ２）新
設の機械工事

詳細図等作成業務一式

ＷＴＯ短縮型
（技術提案１課題）

３１．１月下旬 ３１．２．５ ３１．３．８
工事規模：６．８億円以上１０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以
上）

28 東千歳外(３０補)隊庁舎新設等電気その他工事
東千歳駐屯地
北千歳駐屯地

40ヶ月 電気工事

【東千歳駐屯地】
隊庁舎（ＲＣ造４階建　約４，５６０ｍ２）
新設の電気及び通信工事
【北千歳駐屯地】
庁舎（ＲＣ造３階建　約６，２５０ｍ２）新
設の電気及び通信工事

詳細図等作成業務一式

ＷＴＯ短縮型
（技術提案１課題）

３１．１月下旬 ３１．２．５ ３１．３．８
工事規模：６．８億円以上１０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以
上）

29 当別(３０補)隊庁舎新設等建築工事 当別分屯基地 33ヶ月 建築一式工事

隊庁舎（ＲＣ造３階建　約２，７７０ｍ２）
新設の建築工事

詳細図等作成業務一式

ＷＴＯ短縮型
（技術提案１課題）

３１．１月下旬 ３１．２．５ ３１．３．８
工事規模：１０億円以上２０億円未満
役務的保証（請負代金額の３０％以
上）
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