
駐屯地名

伊丹

令和２年１２月１８日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

業務管理教育の課目 伊丹駐屯地 3.4.1～4.3.31 業務管理教育の実施 一般競争契約 3.2.24

給食業務部外委託及び食器洗
浄・食堂清掃部外委託

伊丹駐屯地 3.4.1～4.3.31
給食業務部外委託及び食器
洗浄・食堂清掃部外委託

一般競争契約 3.2.24

自動ドア保守点検 伊丹駐屯地 3.4.1～4.3.31 自動ドア保守点検 一般競争契約 3.2.24

油分離槽清掃器材借用及び保
守

伊丹駐屯地 3.4.1～4.3.31
油分離槽清掃器材借用及び
保守

一般競争契約 3.2.24

庁舎等清掃役務 伊丹駐屯地 3.4.1～4.3.31 庁舎等清掃役務 一般競争契約 3.2.24

エレベーター保守点検 伊丹駐屯地 3.4.1～4.3.31 エレベーター保守点検 一般競争契約 3.2.24

水質検査 伊丹駐屯地 3.4.1～4.3.31 水質検査 一般競争契約 3.2.24

建築物環境衛生管理部外委託 伊丹駐屯地 3.4.1～4.3.31
建築物環境衛生管理部外委
託

一般競争契約 3.3.22

事業系一般可燃・不燃廃棄物
処理

伊丹駐屯地 3.4.1～4.3.31
事業系一般可燃・不燃廃棄
物処理

一般競争契約 3.2.24 単価決定

残飯処理役務 伊丹駐屯地 3.4.1～4.3.31 残飯処理役務 一般競争契約 3.2.24 単価決定

感染性医療廃棄物処理 伊丹駐屯地 3.4.1～4.3.31 感染性医療廃棄物処理 一般競争契約 2.3.20 単価決定

高校生向け会場形式進学相談
会に使用する会場使用料

中方管内各地 3.4.1～4.3.31
高校生向け会場形式進学相
談会に使用する会場使用料

一般競争契約 3.2.24 単価決定

個人被爆線量測定 中方区内 3.4.1～4.3.31 個人被爆線量測定 一般競争契約 3.3.22 単価決定

産業廃棄物処理 伊丹駐屯地 3.4.1～4.3.31 産業廃棄物処理 一般競争契約 3.3.22 単価決定

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

金　沢

令和２年１２月１１日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

給食業務及び食器洗浄の部外委
託契約

金沢駐屯地 3.4.1～4.3.31
駐屯地食堂給食業務及び食器
洗浄等

一般競争入札 1月

陸上自衛隊金沢駐屯地で使用す
る電気

金沢駐屯地 3.4.1～4.3.31
陸上自衛隊金沢駐屯地で使用
する電気の需給

一般競争入札 12月

陸上自衛隊三小牛山演習場で使
用する電気

三小牛山演習場 3.4.1～4.3.31
陸上自衛隊三小牛山演習場で
使用する電気の需給

一般競争入札 12月

一般廃棄物収集・運搬処理及び
産業廃棄物処理

金沢駐屯地 3.4.1～4.3.31
事業系一般廃棄物及び産業廃
棄物処理

一般競争入札 3月

油分離槽浄化装置借上 金沢駐屯地 3.4.1～4.3.31
油分離槽への油脂分解システ
ムの借上

一般競争入札 3月

医療廃棄物運搬・処理 金沢駐屯地 3.4.1～4.3.31 医療廃棄物運搬・処理 一般競争入札 3月

仮設教場の借上 金沢駐屯地 3.4.1～3.11.30 プレハブの賃貸借、解体料 一般競争入札 12月

プロパンガス 金沢駐屯地 3.4.1～4.3.31 プロパンガス料金 一般競争入札 3月

作業服プレス 金沢駐屯地 3.4.1～4.3.31 予備自衛官の作業服プレス 一般競争入札 3月

水質検査 金沢駐屯地 3.4.1～4.3.31 水質検査料 一般競争入札 3月

エレベーター点検役務 金沢駐屯地 3.4.1～4.3.31 乗用エレベーター保守点検 一般競争入札 3月

食厨自動ドア保守点検 金沢駐屯地 3.4.1～4.3.31 自動ドア保守点検 一般競争入札 3月

医療廃棄物運搬・処理 金沢駐屯地 3.4.1～4.3.31 医療廃棄物運搬・処理 一般競争入札 3月

歯科技工料 金沢駐屯地 3.4.1～4.3.31 歯科技工料 一般競争入札 3月

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

金　沢

令和２年１２月１１日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

令和３年度発注予定役務等

上下水道料 金沢駐屯地 3.4.1～4.3.31 上下水道 随意契約 3月

電話料 金沢駐屯地 3.4.1～4.3.31 電話料 随意契約 3月

携帯電話料 金沢駐屯地 3.4.1～4.3.31 携帯電話料 随意契約 3月

空調機保守点検 金沢駐屯地 2.6.1～3.3.31 空調機保守点検 一般競争入札 5月



駐屯地名

鯖江

令和２年１２月１６日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

給食業務部外委託・食器洗浄及
び清掃作業部外委託

鯖江駐屯地 3.4.1～4.3.31
駐屯地食堂給食業務及び食器
洗浄等

一般競争 １月

陸上自衛隊鯖江駐屯地で使用す
る電気

鯖江駐屯地 3.4.1～4.3.31
陸上自衛隊鯖江駐屯地で使用
する電気の需給

一般競争 １月

プロパンガス 鯖江駐屯地 3.4.1～4.3.31 プロパンガス 随意契約 ３月

一般事業ごみ収集運搬・処分 鯖江駐屯地 3.4.1～4.3.31 一般事業ごみ収集運搬・処分 随意契約 ３月

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

富山

令和２年１２月１８日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

給食業務及び食器洗浄等部外委
託

富山駐屯地 3.4.1～4.3.31
駐屯地食堂給食業務及び食器
洗浄等役務

一般 １月

富山駐屯地で使用する電気 富山駐屯地 3.4.1～4.3.31 富山駐屯地で使用する電気 一般 １２月

プロパンガス 富山駐屯地 3.4.1～4.3.31
富山駐屯地で使用するプロパ
ンガス

一般 3、6、9、12月 ３ヶ月契約

一般廃棄物収集運搬処理 富山駐屯地 3.4.1～4.3.31 ごみの収集運搬処理 一般 ３月

一般廃棄物収集運搬処理（厨
房）

富山駐屯地 3.4.1～4.3.31 ごみの収集運搬処理（厨房） 一般 ３月

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

豊川

令和２年１２月１８日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

給食業務部外委託及び食器洗浄
等役務

豊川駐屯地 3.4.1～4.3.31
給食業務部外委託及び食器洗
浄等

一般競争 1月

電気料 豊川駐屯地 3.4.1～4.3.31 電気料 一般競争 1月

残飯処理役務 豊川駐屯地 3.4.1～4.3.31 残飯処理役務 一般競争 3月

上下水道水質検査 豊川駐屯地 3.4.1～4.3.31 水質検査 一般競争 3月

歯科技工 豊川駐屯地 3.4.1～4.3.31 歯科技工 一般競争 3月

血液検査 豊川駐屯地 3.4.1～4.3.31 血液検査 一般競争 3月

エレベータ保守（駐屯地倉庫エ
レベーター点検）

豊川駐屯地 3.4.1～4.3.31 エレベーター保守 一般競争 3月

エレベータ保守（300号庁舎エ
レベーター点検）

豊川駐屯地 3.4.1～4.3.31 エレベーター保守 一般競争 3月

エレベータ保守（182号隊舎他
エレベーター点検）

豊川駐屯地 3.4.1～4.3.31 エレベーター保守 一般競争 3月

エレベータ保守（公務員宿舎エ
レベーター点検）

豊川駐屯地 3.4.1～4.3.31 エレベーター保守 一般競争 3月

天然ガス 豊川駐屯地 3.4.1～4.3.31 天然ガス 一般競争 3月

医療廃棄物処理 豊川駐屯地 3.4.1～4.3.31 医療廃棄物処理 一般競争 3月

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

豊川

令和２年１２月１８日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

令和３年度発注予定役務等

ＬＰガス 豊川駐屯地 3.4.1～4.3.31 ＬＰガス 一般競争 3月

迷彩服プレス 豊川駐屯地 3.4.1～4.3.31
予備自衛官訓練で使用する迷
彩服のクリーニング

一般競争 3月



駐屯地名

守山

令和２年１２月１４日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

組立式ユニットハウス 守山駐屯地 3.4.1～3.10.31 組立式ユニットハウス 一般競争 １２月

便所借上げ 守山駐屯地 3.4.1～3.10.2 便所借上げ 一般競争 １２月

給食業務及び食器洗浄等役務部
外委託

守山駐屯地 3.4.1～4.3.31
給食業務及び食器洗浄等役務
部外委託

一般競争 １月

守山駐屯地等で使用する電気料 各地 3.4.1～4.3.31
守山駐屯地等で使用する電気
料

一般競争 １月～２月

駐屯地エレベーター保守点検役
務

守山駐屯地 3.4.1～4.3.31
駐屯地エレベーター保守点検
役務

一般競争 ３月

宿舎エレベーター保守点検役務 西山宿舎 3.4.1～4.3.31
宿舎エレベーター保守点検役
務

一般競争 ３月

ボイラー等性能検査役務 守山駐屯地 3.4.1～4.3.31 ボイラー等性能検査役務 一般競争 ３月

炉筒煙管式ボイラー２号缶整備
等役務

守山駐屯地 3.4.1～4.3.31
炉筒煙管式ボイラー２号缶整
備等役務

一般競争 ３月

１号建物等清掃役務 守山駐屯地 3.4.1～4.3.31 １号建物等清掃役務 一般競争 ３月

自動ドア保守点検 守山駐屯地 3.4.1～4.3.31 自動ドア保守点検 一般競争 ３月

事業系一般廃棄物処理・運搬処
理役務　ほか

守山駐屯地 3.4.1～4.3.31
事業系一般廃棄物処理・運搬
処理役務　ほか

一般競争 ３月

飲料水水質検査等役務 守山駐屯地 3.4.1～4.3.31 飲料水水質検査等役務 一般競争 ３月

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

守山

令和２年１２月１４日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

令和３年度発注予定役務等

レジオネラ属菌検査役務ほか 守山駐屯地 3.4.1～4.3.31 レジオネラ属菌検査役務ほか 一般競争 ３月

水質検査　ほか 守山駐屯地 3.4.1～4.3.31 水質検査　ほか 一般競争 ３月

生化学検査１　ほか 守山駐屯地 3.4.1～4.3.31 生化学検査１　ほか 一般競争 ３月

歯科技工１　ほか 守山駐屯地 3.4.1～4.3.31 歯科技工１　ほか 一般競争 ３月

子宮がん検診　ほか 守山駐屯地 3.4.1～4.3.31 子宮がん検診　ほか 一般競争 ３月

医療産業廃棄物処理　ほか 守山駐屯地 3.4.1～4.3.31 医療産業廃棄物処理　ほか 一般競争 ３月

空気調和設備点検保守等役務 守山駐屯地 3.4.1～4.3.31 空気調和設備点検保守等役務 一般競争 ３月

厨房油分離槽清掃 守山駐屯地 3.4.1～4.3.31 厨房油分離槽清掃 一般競争 ３月

空気洗浄機メンテナンス 守山駐屯地 3.4.1～4.3.31 空気洗浄機メンテナンス 一般競争 ３月

プロパンガス 守山駐屯地 3.4.1～4.3.31 プロパンガス 一般競争 ３月

プロパンガス 岐阜分屯地 3.4.1～4.3.31 プロパンガス 一般競争 ３月

作業服アイロン仕上げ 守山駐屯地 3.4.1～4.3.31 作業服アイロン仕上げ 一般競争 ３月



駐屯地名

守山

令和２年１２月１４日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

令和３年度発注予定役務等

都市ガス 守山駐屯地 3.4.1～4.3.31 都市ガス 一般競争 ３月

携帯電話使用料 守山駐屯地 3.4.1～4.3.31 携帯電話使用料 随意契約

後納郵便 守山駐屯地 3.4.1～4.3.31 後納郵便 随意契約

電話料 守山駐屯地 3.4.1～4.3.31 電話料 随意契約

上下水道料金 守山駐屯地 3.4.1～4.3.31 上下水道料金 随意契約

カウンセリング 守山駐屯地 3.4.1～4.3.31 カウンセリング 随意契約

カウンセリング 岐阜分屯地 3.4.1～4.3.31 カウンセリング 随意契約



駐屯地名

春日井

令和２年１２月１８日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

給食業務及び食器洗浄等部外委
託

春日井駐屯地 3.4.1～4.3.31
給食業務及び食器洗浄、清掃
等

一般競争 １月

陸上自衛隊春日井駐屯地で使用
する電気

春日井駐屯地 3.4.1～4.3.31
陸上自衛隊春日井駐屯地で使
用する電気

一般競争 １２月

大草自動車教習場で使用する電
気

大草自動車教習
場

3.4.1～4.3.31
大草自動車教習場で使用する
電気

一般競争 １２月

し尿浄化槽汚泥汲み取り 春日井駐屯地 3.4.1～4.3.31 し尿浄化槽汚泥汲み取り 一般競争 ２月

水質検査 春日井駐屯地 3.4.1～4.3.31 水質検査 一般競争 ２月

事業系一般廃棄物等収集運搬・
処分

春日井駐屯地 3.4.1～4.3.31
事業系一般廃棄物等収集運
搬・処分

一般競争 ２月

事業系産業廃棄物等収集運搬・
処分

春日井駐屯地 3.4.1～4.3.31
事業系一般廃棄物等収集運
搬・処分

一般競争 ２月

医療産業廃棄物処理 春日井駐屯地 3.4.1～4.3.31 医療産業廃棄物処理 一般競争 ２月

プロパンガス 春日井駐屯地 3.4.1～4.3.31 プロパンガス 一般競争 ２月

厨房油水分離槽清掃 春日井駐屯地 3.4.1～4.3.31 厨房油水分離槽清掃 一般競争 ２月

重亜硫酸ソーダ廃液処理 春日井駐屯地 3.4.1～4.3.31 重亜硫酸ソーダ廃液処理 一般競争 ２月

作業服及び迷彩服の外注整備 春日井駐屯地 3.4.1～4.3.31 作業服及び迷彩服の外注整備 一般競争 ２月

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

春日井

令和２年１２月１８日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

令和３年度発注予定役務等

エレベーター保守点検 春日井駐屯地 3.4.1～4.3.31 エレベーター保守点検 一般競争 ２月

自動ドア保守点検 春日井駐屯地 3.4.1～4.3.31 自動ドア保守点検 一般競争 ２月

歯科技工 春日井駐屯地 3.4.1～4.3.31 歯科技工 一般競争 ２月

生化学的検査 春日井駐屯地 3.4.1～4.3.31 生化学的検査 一般競争 ２月

カウンセリング 春日井駐屯地 3.4.1～4.3.31 カウンセリング 随意契約 ２月

診療業務 春日井駐屯地 3.4.1～4.3.31 診療業務 随意契約 ２月

電話料 春日井駐屯地 3.4.1～4.3.31 市内 随意契約

電話料 春日井駐屯地 3.4.1～4.3.31 市外 随意契約

携帯電話使用料 春日井駐屯地 3.4.1～4.3.31 携帯電話使用料 随意契約

水道料 春日井駐屯地 3.4.1～4.3.31 水道料 随意契約

水道料
大草自動車教習
場

3.4.1～4.3.31 水道料 随意契約



駐屯地名

久居

令和２年１２月１８日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

組立式ユニットハウス 久居駐屯地 3.4.1～3.10.1 組立式ユニットハウス借上 一般競争 １２月

給食業務及び食器洗浄等役務部
外委託

久居駐屯地 3.4.1～4.3.31
給食業務及び食器洗浄等役務
部外委託

一般競争 １月

久居駐屯地で使用する電気料 久居駐屯地 3.4.1～4.3.31 電気料 一般競争 １２月～２月

事業系一般廃棄物処理・運搬処
理役務ほか

久居駐屯地 3.4.1～4.3.31
事業系一般廃棄物処理・運搬
処理役務

一般競争 ３月

久居演習場水質検査等役務 久居駐屯地 3.4.1～4.3.31 水質検査等役務 随意契約 ３月

飲料水水質検査等役務 久居駐屯地 3.4.1～4.3.31 飲料水水質検査等役務 一般競争 ３月

生化学検査１ほか 久居駐屯地 3.4.1～4.3.31 生化学検査 一般競争 ３月

歯科技工１ほか 久居駐屯地 3.4.1～4.3.31 歯科技工 一般競争 ３月

子宮がん検診ほか 久居駐屯地 3.4.1～4.3.31 子宮がん検診 随意契約 ３月

医療産業廃棄物処理ほか 久居駐屯地 3.4.1～4.3.31 医療産業廃棄物処理 一般競争 ３月

厨房油分離槽清掃 久居駐屯地 3.4.1～4.3.31 厨房油分離槽清掃 一般競争 ３月

厨房油分離槽洗浄装置リース 久居駐屯地 3.4.1～4.3.31 厨房油分離槽洗浄装置リース 一般競争 ３月

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

久居

令和２年１２月１８日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

令和３年度発注予定役務等

プロパンガス 久居駐屯地 3.4.1～4.3.31 プロパンガス 一般競争 ３月

携帯電話使用料 久居駐屯地 3.4.1～4.3.31 携帯電話使用料 随意契約 ３月

電話料 久居駐屯地 3.4.1～4.3.31 電話料 随意契約 ３月

上下水道料 久居駐屯地 3.4.1～4.3.31 上下水道料 随意契約 ３月

作業服プレス 久居駐屯地 3.4.1～4.3.31 作業服プレス 随意契約 ３月



駐屯地名

大久保

令和２年１２月１８日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

給食業務部外委託 大久保駐屯地 3.4.1～4.3.31 給食業務部外委託 一般競争 １月下旬

食器洗浄及び清掃作業部外委託 大久保駐屯地 3.4.1～4.3.31
食器洗浄及び清掃作業部外委
託

一般競争 １月下旬

大久保駐屯地で使用する電気 大久保駐屯地 3.4.1～4.3.31 大久保駐屯地で使用する電気 一般競争 １２月下旬

長池演習場で使用する電気 長池演習場 3.4.1～4.3.31 長池演習場で使用する電気 一般競争 １２月下旬

残飯処理 大久保駐屯地 3.4.1～4.3.31 残飯の処理 一般競争 ３月中旬

大久保（３）小荷物専用昇降機
保守点検（ＰＯＧ方式）

大久保駐屯地 3.4.1～4.3.31 昇降機保守点検 一般競争 ３月中旬

大久保（３）事業系一般廃棄物
収集運搬処分

大久保駐屯地 3.4.1～4.3.31
事業系一般廃棄物収集運搬処
分

一般競争 ３月中旬

大久保（３）産業廃棄物（混載
ゴミ）収集運搬処分

大久保駐屯地 3.4.1～4.3.31
産業廃棄物（混載ゴミ）収集
運搬処分

一般競争 ３月中旬

カウンセリング 大久保駐屯地 3.4.1～4.3.31 カウンセリング 随意契約 ３月上旬

カウンセリング（女性用） 大久保駐屯地 3.4.1～4.3.31 女性用カウンセリング 随意契約 ３月上旬

技工料（１）ほか６４件 大久保駐屯地 3.4.1～4.3.31 歯科技工 随意契約 ３月上旬

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

大久保

令和２年１２月１８日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

令和３年度発注予定役務等

血液検査ほか２件 大久保駐屯地 3.4.1～4.3.31 血液検査 随意契約 ３月上旬

大久保（３）水質検査 大久保駐屯地 3.4.1～4.3.31 水質検査 一般競争 ３月中旬

特別管理産業廃棄物処理料 大久保駐屯地 3.4.1～4.3.31 特別管理産業廃棄物処理 一般競争 ３月中旬

以下余白



駐屯地名

大津

令和２年１２月９日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

給食業務部外委託 大津駐屯地 3.4.1～4.3.31 給食業務部外委託 一般競争 １月下旬

食器洗浄及び清掃作業部外委託 大津駐屯地 3.4.1～4.3.31
食器洗浄及び清掃作業部外委
託

一般競争 １月下旬

大津駐屯地で使用する電気 大津駐屯地 3.4.1～4.3.31 大津駐屯地で使用する電気 一般競争 １２月上旬

排水処理システム保守点検作業 大津駐屯地 3.4.1～4.3.31 排水システム保守 一般競争 ３月上旬

一般産業廃棄物収集運搬処分
（残飯）

大津駐屯地 3.4.1～4.3.31 ゴミの処分 一般競争 ３月上旬

産業廃棄物収集運搬処理 大津駐屯地 3.4.1～4.3.31 ゴミの処分 一般競争 ３月上旬

事業系一般産業廃棄物収集運搬
処理

大津駐屯地 3.4.1～4.3.31 ゴミの処分 一般競争 ３月上旬

感染性産業廃棄物収集運搬処理 大津駐屯地 3.4.1～4.3.31 医療系産業廃棄物処理 一般競争 ３月上旬

飲料水水質検査 大津駐屯地 3.4.1～4.3.31 飲料水水質検査 一般競争 ３月上旬

自動ドア保守点検 大津駐屯地 3.4.1～4.3.31 自動ドア保守点検 一般競争 ３月上旬

空調設備年間保守点検 大津駐屯地 3.4.1～4.3.31 空調機保守点検 一般競争 ３月上旬

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

大津

令和２年１２月９日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

プレハブリース 豊川駐屯地 3.4.1～3.7.29 プレハブリース 一般競争 １２月下旬 継続契約

流し台リース 大津駐屯地 3.4.1～3.7.20 流し台リース 一般競争 １２月下旬 継続契約

仮設トイレリース 大津駐屯地 3.4.1～3.7.20 仮設トイレリース 一般競争 １２月下旬 継続契約

英語講師派遣 大津駐屯地 3.4.1～4.3.31 部外英語講師 随意 ３月中旬

部外カウンセラー 大津駐屯地 3.4.1～4.3.31 部外カウンセラー 随意 ３月中旬

女性用部外カウンセラー 大津駐屯地 3.4.1～4.3.31 女性用部外カウンセラー 随意 ３月中旬

洗濯作業役務部外委託 大津駐屯地 3.4.1～3.9.30 洗濯作業部外委託 一般競争 ２月下旬

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

今津

令和３年１２月８日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概　要 入札方法等 入札等の時期 備考

今津駐屯地仮設建物借上 今津駐屯地 3.4.1～3.10.21
新教ﾌﾟﾚﾊﾌﾞﾘｰｽの借用、撤
収

随意契約 令和３年４月

陸上自衛隊あいば野市街地訓練
場維持管理業務

市街地訓練場
3.4.1～4.3.31
（内偶数月6箇
月）

市街地訓練場維持管理の役
務

一般競争 令和３年２月 方面調整中

給食業務の部外委託及び食器洗
浄及び清掃業務の部外委託

今津駐屯地 3.4.1～4.3.31
給食業務、食器洗浄、清掃
業務の役務

一般競争 令和３年１月

今津駐屯地で使用する電気（高
圧）

今津駐屯地 3.4.1～4.3.31 一般競争 令和２年１２月

今津駐屯地で使用する電気（低
圧）

仕様書別表のと
おり

3.4.1～4.3.31 一般競争 令和２年１２月

饗庭野演習場廠舎地区で使用す
る電気

饗庭野演習場廠
舎地区

3.4.1～4.3.31 一般競争 令和２年１１月

今津駐屯地射撃場で使用する電
気

饗庭野射撃場 3.4.1～4.3.31 一般競争 令和２年１１月

饗庭野演習場で使用する電気 饗庭野演習場 3.4.1～4.3.31 一般競争 令和２年１１月

紙裁断処理機保守点検 今津駐屯地 3.10.1～3.12.15 紙裁断機の保守点検 一般競争 令和３年９月

空調設備保守点検 今津駐屯地 3.6.15～4.3.31 空調設備の保守点検 一般競争 令和３年４月

ボイラー洗缶役務 今津駐屯地 3.5.1～3.11.3 ボイラーの洗缶作業 一般競争 令和３年４月

継電器試験 今津駐屯地 3.10.1～3.11.30 電気設備の点検 一般競争 令和３年９月

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

今津

令和３年１２月８日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概　要 入札方法等 入札等の時期 備考

令和３年度発注予定役務等

エアシューズクリーナー保守点
検

今津駐屯地 3.10.1～3.12.15 エアシューズクリーナー 一般競争 令和３年９月

地デジ共聴設備保守点検 今津駐屯地 3.7.1～3.9.1
電波障害対策施設の保守点
検

一般競争 令和３年５月

水質検査 今津駐屯地 3.4.1～4.3.31 排出水等の水質検査 一般競争 令和３年２月

煤煙測定 今津駐屯地 3.7.1～3.12.15 ボイラーの煤煙測定 一般競争 令和３年６月

高架水槽等清掃 今津駐屯地 3.5.1～3.6.30 上水道の水槽清掃 一般競争 令和３年４月

簡易専用水道検査 今津駐屯地 3.6.1～3.7.31 水道施設の法定検査 一般競争 令和３年５月

浄化槽法定検査 今津駐屯地 3.6.1～3.7.31 浄化槽の法定検査 一般競争 令和３年５月

油分離槽等清掃 今津駐屯地 3.7.1～4.3.31 油分離槽の清掃と汚泥処理 一般競争 令和３年６月



駐屯地名

信太山

令和２年１２月１８日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

感染性医療廃棄物処理 駐屯地 3.4.1～4.3.31 医療器具廃棄物 一般 ３月

産業廃棄物処理 駐屯地 3.4.1～4.3.31 混合廃棄物の処分(運搬含む) 一般 ３月

塵埃処理 駐屯地 3.4.1～4.3.31 塵埃の運搬及び処理 一般 ３月

被服プレス作業 駐屯地 3.4.1～4.3.31 作業服迷彩・戦闘服のプレス 一般 ３月

残飯引取 駐屯地 3.4.1～4.3.31 残飯の排出及び清掃等 一般 ３月

エレベーター保守点検 駐屯地 3.4.1～4.3.31 エレベーターの保守点検作業 一般 ３月

自動ドア保守点検 駐屯地 3.4.1～4.3.31 自動ドアの保守点検作業 一般 ３月

ボイラー内部洗缶作業 駐屯地 契約締結日～１０月
ボイラー内側の洗缶及び整備
作業

一般 ５月

空調機保守点検 駐屯地 3.4.1～4.3.31
空調機の運転切換時における
保守点検

一般 ３月

窓外部清掃作業 駐屯地 契約締結日～４年１月
１７２号隊舎の高層部におけ
る窓清掃作業

一般 ６月

高架水槽清掃作業 駐屯地 契約締結日～１１月
高架水槽の内部消毒及び清掃
作業

一般 ８月

非常用発電機保守点検 駐屯地 契約締結日～１２月 非常用発電機の保守点検 一般 １月

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

信太山

令和２年１２月１８日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

地下タンク及び地下埋設管漏洩
点検

駐屯地 契約締結日～４年３月
地下タンク及び埋設管の漏洩
点検

一般 ３月

汚水流量計保守点検 駐屯地 契約締結日～４年３月 汚水流量計の保守点検作業 一般 ３月

ばい煙測定 駐屯地 契約締結日～４年２月２８日 ボイラーのばい煙測定 一般 ６月

レジオネラ属菌定量等検査 駐屯地 契約締結日～７月３１日
浴槽水等のレジオネラ属菌等
検査

一般 ３月

油分離槽清掃等作業 駐屯地 契約締結日～４年１月３１日 油分離槽の清掃等作業 一般 １２月

ＴＶ電波障害対策設備保守点検 駐屯地 契約締結日～４年２月２８日
薗部宿舎のＴＶ電波障害対策
設備の保守点検

一般 ３月

環境保全調査 信太山演習場 １ヶ月 演習場地域の水質検査 一般 ３月

産業廃棄物収集運搬処理 信太山演習場 ２～３ヶ月 産廃（活性炭）処分 一般 ３月

樹木剪定作業 信太山演習場 １～２ヶ月 防音樹木剪定作業 一般 ３月

電気料 駐屯地等 3.4.1～4.3.31
駐屯地等で使用する電気の使
用契約

一般 １月

上水道料 駐屯地等 3.4.1～4.3.31
駐屯地等で使用する上水の使
用契約

随意 ３月

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

信太山

令和２年１２月１８日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

下水道料 駐屯地等 3.4.1～4.3.31
駐屯地等で発生する下水の処
理契約

随意 ３月

電柱共架料 駐屯地等 3.4.1～4.3.31 外部電柱の利用契約 随意 ３月

水質検査 駐屯地等 3.4.1～4.3.31 駐屯地の水質検査 一般 ３月

し尿汲取 信太山演習場 3.4.1～4.3.31 演習場地域のし尿汲取作業 一般 ３月

紙細断処理機保守点検 駐屯地 ６月～１２月 駐屯地細断機の保守点検 一般 ５月

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

和歌山

令和２年１２月７日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

給食業務部外委託、食器洗浄役
務

和歌山駐屯地 3.4.1～４.3.31
給食業務、食器洗浄等役務の
部外委託

一般競争 １月中旬

油分離槽バイオシステム保守役
務

和歌山駐屯地 3.4.1～４.3.31 駐屯地油分離槽 一般競争 ３月

和歌山駐屯地で使用する電気 和歌山駐屯地 3.4.1～４.3.31
和歌山駐屯地で私使用する電
気

一般競争 １月中旬

プロパンガス 和歌山駐屯地 3.4.1～４.3.31 プロパンガス 一般競争 ３月

上下水道料 和歌山駐屯地 3.4.1～４.3.31 上下水道料 随意契約 ３月

電話料 和歌山駐屯地 3.4.1～４.3.31 電話料 随意契約 ３月

携帯電話料 和歌山駐屯地 3.4.1～４.3.31 携帯電話料 随意契約 ３月

カウンセリング業務 和歌山駐屯地 3.4.1～４.3.31 部外カウンセラー 随意契約 ３月

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

八尾

令和2年12月15日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

給食業務及び食器洗浄役務 八尾駐屯地 3.4.1～4.3.31 給食業務及び食器洗浄 一般競争入札 １月下旬

空調機保守点検 八尾駐屯地 3.4.1～4.3.31 空調機保守 一般競争入札 ３月中旬

１０９号建物ｴﾚﾍﾞ-ﾀ-保守点検 八尾駐屯地 3.4.1～4.3.31 ｴﾚﾍﾞ-ﾀ-保守点検 一般競争入札 ３月中旬

１２５号建物ｴﾚﾍﾞ-ﾀ-保守点検 八尾駐屯地 3.4.1～4.3.31 〃 一般競争入札 ３月中旬

１１２号建物自動ドア保守点検 八尾駐屯地 3.4.1～4.3.31 自動ドア保守点検 一般競争入札 ３月中旬

ガス警報器借上 八尾駐屯地 3.4.1～4.3.31 警報器借上 一般競争入札 ３月中旬

産業廃棄物収集運搬処理 八尾駐屯地 3.4.1～4.3.31 産廃処理等 一般競争入札 ３月中旬

血液学検査 八尾駐屯地 3.4.1～4.3.31 血液検査 一般競争入札 ３月中旬

感染性医療廃棄物処理 八尾駐屯地 3.4.1～4.3.31 廃棄物処理等 一般競争入札 ３月中旬

塵あい処理 八尾駐屯地 3.4.1～4.3.31 ごみの収集運搬処理等 一般競争入札 ３月中旬

八尾駐屯地で使用する電気 八尾駐屯地 3.4.1～4.3.31 電気の供給 一般競争入札 １月下旬

令和3年度発注予定役務等



駐屯地名

千僧

令和２年１２月１８日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

給食業務の部外委託 千僧駐屯地 3.4.1～4.3.31
千僧駐屯地食堂における給食業務
の部外委託 一般競争 １月

食器洗浄及び清掃作業部外委託 千僧駐屯地 3.4.1～4.3.31
千僧駐屯地食堂における食器洗浄
及び清掃作業部外委託 一般競争 １月

陸上自衛隊千僧駐屯地で使用す
る電気

千僧駐屯地 3.4.1～4.3.31 千僧駐屯地における電力供給 一般競争 １月

陸上自衛隊久代射撃場で使用す
る電気

久代射撃場 3.4.1～4.3.31 久代射撃場における電力供給 一般競争 １月

陸上自衛隊千僧駐屯地で使用す
る都市ガス

千僧駐屯地 3.4.1～4.3.31 千僧駐屯地における都市ガス供給 一般競争 ２月

油分離槽浄化装置借上 千僧駐屯地 3.4.1～4.3.31 油分離槽浄化装置の借上げ 一般競争 ２月

司令部庁舎清掃役務 千僧駐屯地 3.4.1～4.3.31
千僧駐屯地の司令部庁舎における
清掃 一般競争 ２月

乗用エレベーター保守点検 千僧駐屯地 3.4.1～4.3.31
千僧駐屯地内の隊舎における乗用
エレベーター保守点検 一般競争 ２月

荷物用エレベーター保守点検 千僧駐屯地 3.4.1～4.3.31
千僧駐屯地内の隊舎における荷物
用エレベーター保守点検 一般競争 ２月

自動ドア保守点検 千僧駐屯地 3.4.1～4.3.31
千僧駐屯地内の隊舎における自動
ドア保守点検 一般競争 ２月

ガスヒートポンプエアコン保守
点検

千僧駐屯地 3.4.1～4.3.31
千僧駐屯地内のガスヒートポンプ
エアコン保守点検 一般競争 ２月

事業系廃棄物処理（可燃・不
燃）

千僧駐屯地 3.4.1～4.3.31
事業系廃棄物の処理（可燃・不
燃） 一般競争 ２月

残飯処理 千僧駐屯地 3.4.1～4.3.31
千僧駐屯地食堂から発生する　残
飯の処理 一般競争 ３月

プロパンガス 千僧駐屯地 3.4.1～4.3.31
千僧駐屯地におけるプロパンガス
の供給 一般競争 ３月

歯科技工 千僧駐屯地 3.4.1～4.3.31
千僧駐屯地医務室で使用する歯科
技工 一般競争 ３月

携帯電話 千僧駐屯地 3.4.1～4.3.31 一部の部隊で使用する携帯電話料 随意契約 ３月

電話料 千僧駐屯地 3.4.1～4.3.31
千僧駐屯地で使用する内線・外線
等の電話料 随意契約 ３月

後納郵便 千僧駐屯地 3.4.1～4.3.31
千僧駐屯地内の部隊が利用する郵
送に係る後納郵便料 随意契約 ３月

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

福知山

令和２年１２月１６日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

プレハブリース 駐屯地 3.4.1～3.9.30 新隊員教場 一般 12月

給食業務の部外委託、食器洗浄
及び清掃作業等の部外委託

駐屯地 3.4.1～4.3.31
駐屯地食堂における給食業
務及び食器洗浄等部外委託

一般 1月

陸上自衛隊福知山駐屯地で使用
する電気

駐屯地 3.4.1～4.3.31 電力供給 一般 1月

陸上自衛隊福知山訓練場で使用
する電気

訓練場 3.4.1～4.3.31 電力供給 一般 1月

陸上自衛隊福知山南天田宿舎F
棟エレベーターで使用する電気

南天田宿舎
（F棟）

3.4.1～4.3.31 電力供給 一般 1月

１４８号建物エレベーター保守
点検

駐屯地
（１４８号隊
舎）

3.4.1～4.3.31 エレベーターの定期点検 一般 2月

南天田宿舎F棟エレベーター保
守点検

南天田宿舎
（F棟）

3.4.1～4.3.31 エレベーターの定期点検 一般 2月

プロパンガス 駐屯地 3.4.1～4.3.31 プロパンガス 一般 2月

事業系一般廃棄物収集運搬処理
（可燃物）

駐屯地 3.4.1～4.3.31
廃棄物の収集運搬処理（可
燃物）

一般 3月

事業系一般廃棄物収集運搬処理
（不燃物）

駐屯地 3.4.1～4.3.31
廃棄物の収集運搬処理（不
燃物）

一般 3月

感染性医療廃棄物処理 駐屯地 3.4.1～4.3.31 医療器具廃棄物 一般 3月

歯科技工 駐屯地 3.4.1～4.3.31 歯科技工 一般 3月

カウンセリング業務 駐屯地 3.4.1～4.3.31 カウンセリング業務 一般 3月

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

姫路駐屯地

令和２年１２月２１日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

給食業務の部外委託及び食器洗
浄役務

姫路駐屯地 3.4.1～4.3.31
給食業務及び食器洗浄等役務
部外委託

一般競争 令和3年1月19日

厨房用油水分離槽清掃器材賃貸
及び保守

姫路駐屯地 3.4.1～4.3.31
厨房用油水分離槽清掃器材賃
貸及び保守

一般競争 令和３年２月

235号倉庫エレベーター保守点
検

姫路駐屯地 3.4.1～4.3.31 エレベーター保守点検 一般競争 令和３年２月

残飯・残菜類等処理 姫路駐屯地 3.4.1～4.3.31 残飯・残菜類等の処分 一般競争 令和３年２月

再生資源売払い 姫路駐屯地 3.4.1～4.3.31 段ボールの売払い 一般競争 令和３年２月

感染性廃棄物処理 姫路駐屯地 3.4.1～4.3.31 感染性廃棄物の収取運搬処分 一般競争 令和３年２月

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

青野原

令和３年１２月１８日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

青野原駐屯地で使用する電気 青野原駐屯地 3.4.1～4.3.31 青野原駐屯地で使用する電気 一般競争 3.1.20

電気料（演習場分） 青野原演習場 3.4.1～4.3.31 青野原演習場で使用する電気 一般競争 3.1.20

電話・電報料 青野原駐屯地 3.4.1～4.3.31
青野原駐屯地で使用する電話
料

随意契約 ３月
契約の性質又は目
的が競争を許さな
い場合

駐屯地下水道料 青野原駐屯地 3.4.1～4.3.31
青野原駐屯地で使用する下水
道料

随意契約 ３月
契約の性質又は目
的が競争を許さな
い場合

水道料 青野原駐屯地 3.4.1～4.3.31
青野原駐屯地で使用する上水
道料

随意契約 ３月
契約の性質又は目
的が競争を許さな
い場合

演習場水道料 青野原演習場 3.4.1～4.3.31
青野原演習場で使用する水道
料

随意契約 ３月
契約の性質又は目
的が競争を許さな
い場合

携帯電話使用料 青野原駐屯地 3.4.1～4.3.31 携帯電話使用料 随意契約 ３月
契約の性質又は目
的が競争を許さな
い場合

電話料 青野原駐屯地 3.4.1～4.3.31
青野原駐屯地で使用する電話
料

随意契約 ３月
契約の性質又は目
的が競争を許さな
い場合

青野ヶ原演習場し尿汲み取り収集・運搬役務 青野原駐屯地 3.4.1～4.3.31
青野原演習場で使用するし尿
汲み取り料

随意契約 ３月
契約の性質又は目
的が競争を許さな
い場合

水質検査（冷却塔及び浴槽） 青野原駐屯地 3.4.1～4.3.31
青野原駐屯地で使用する水質
検査

一般競争 ３月

演習場廃棄物収集・運搬 青野原演習場 3.4.1～4.3.31
青野原演習場で発生する廃棄
物の収集運搬

一般競争 ３月

残飯処理 青野原駐屯地 3.4.1～4.3.31
青野原駐屯地で発生する残飯
処理

一般競争 ３月

令和3年度発注予定役務等



駐屯地名

青野原

令和３年１２月１８日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

令和3年度発注予定役務等

プロパンガス 青野原駐屯地 3.4.1～4.3.31
青野原駐屯地で使用するプロ
パンガス使用料

一般競争 ３月

油水分離槽清掃器材貸付
及び保守 青野原駐屯地 3.4.1～4.3.31
青野原駐屯地で使用油水分離
槽清掃器材貸付及び保守

一般競争 ３月

給食業務部外委託及び
食器洗浄等清掃役務 青野原駐屯地 3.4.1～4.3.31
給食業務部外委託及び食器洗
浄等清掃役務

一般競争 3.1.19

給食業務部外委託及び
食器洗浄等清掃役務 青野原駐屯地 3.4.1～4.3.31
給食業務部外委託及び食器洗
浄等清掃役務

一般競争 3.1.19

技工料（歯科） 青野原駐屯地 3.4.1～4.3.31 技工料（歯科） 一般競争 ３月

感染性医療廃棄物処理 青野原駐屯地 3.4.1～4.3.31
青野原駐屯地で発生する感染
性医療廃棄物処理

一般競争 ３月

診療業務 青野原駐屯地 3.4.1～4.3.31 歯科委託業務 随意契約 ３月
契約の性質又は目
的が競争を許さな
い場合

診療業務 青野原駐屯地 3.4.1～4.3.31 医師委託業務 随意契約 ３月
契約の性質又は目
的が競争を許さな
い場合

カウンセリング業務 青野原駐屯地 3.4.1～4.3.31 カウンセリング委託業務 随意契約 ３月
契約の性質又は目
的が競争を許さな
い場合



駐屯地名

善通寺

令和２年１２月１９日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

給食業務部外委託及び食器洗浄
等役務

善通寺駐屯地 3.4.1～4.3.31
調理・配食等作業及び食器洗
浄等作業

一般 1月

空調設備保守点検 善通寺駐屯地 3.4.1～4.3.31 空調設備の保守 一般 3月

国分台演習場・高屋射撃場見廻
業務委託

国分台演習場 3.4.1～4.3.31 演習場の見回り業務 随意 3月

事業系一般廃棄物処理ほか 善通寺駐屯地 3.4.1～4.3.31 可燃ごみ等の収集・処分 一般 2月

感染性医療廃棄物処理 善通寺駐屯地 3.4.1～4.3.31
駐屯地医務室において発生す
る感染性医療廃棄物の処理

一般 2月

産業廃棄物処理 善通寺駐屯地 3.4.1～4.3.31 産業廃棄物の収集・処分 一般 2月

２９０号建物他清掃 善通寺駐屯地 3.4.1～4.3.31 駐屯地内建物の清掃役務 一般 2月

エレベーター保守点検 善通寺駐屯地 3.4.1～4.3.31
駐屯地に設置されているエレ
ベーター設備の保守

一般 2月

水質検査 善通寺駐屯地 3.4.1～4.3.31 駐屯地内の水質検査 随意 3月

仮設訓練施設借上 善通寺駐屯地 3.4.1～4.3.31 GICCSS設備借り上げ 随意 2月

仮設教場レンタル 善通寺駐屯地 3.4.1～3.6.30 新隊員教育に必要な設備 随意 12月

仮設トイレレンタル 善通寺駐屯地 3.4.1～3.6.30 新隊員教育に必要な設備 随意 2月

令和3年度発注予定役務等



駐屯地名

善通寺

令和２年１２月１９日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

令和3年度発注予定役務等

自動ドア保守点検 善通寺駐屯地 3.4.1～4.3.31
駐屯地に設置されている自動
ドア設備の保守

随意 3月

油水分離槽清掃作業 善通寺駐屯地 3.4.1～4.3.31
駐屯地に設置されている油水
分離槽の清掃作業役務

一般 2月

シュレッダーレンタル 善通寺駐屯地 3.4.1～4.3.31 シュレッダー借り上げ 随意 3月

ノートパソコンレンタル 善通寺駐屯地 3.4.1～4.3.31 ノートパソコン借り上げ 随意 3月

歯科技工 善通寺駐屯地 3.4.1～4.3.31 歯科技工 随意 2月 単価

精査 善通寺駐屯地 3.4.1～4.3.31 血液検査 一般 2月 単価

残飯処理 善通寺駐屯地 3.4.1～4.3.31
食堂において発生した残飯の
処理役務

一般 2月 単価



駐屯地名

松 山

令和２年１２月１５日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

給食業務の部外委託 松山駐屯地 R03/04/01～R04/03/31 給食業務 一般競争 ２月中旬

駐屯地電気 松山駐屯地 R03/04/01～R04/03/31 電気 一般競争 ２月中旬

歯科技工 松山駐屯地 R03/04/01～R04/03/31 歯科技工 一般競争 ２月中旬

診療業務 松山駐屯地 R03/04/01～R04/03/31 診療業務 随　　意 ２月中旬

事業系一般廃棄物運搬処分 松山駐屯地 R03/04/01～R04/03/31 事業系一般廃棄物運搬処分 一般競争 ２月中旬

産業廃棄物運搬処分 松山駐屯地 R03/04/01～R04/03/31 産業廃棄物運搬処分 一般競争 ２月中旬

乳がん検診 松山駐屯地 R03/04/01～R04/03/31 乳がん検診 随　　意 ２月中旬

大腸がん精密検診
（大腸内視鏡検査）

松山駐屯地 R03/04/01～R04/03/31
大腸がん精密検診
（大腸内視鏡検査）

随　　意 ２月中旬

胃がん精密検診
（胃内視鏡検査）

松山駐屯地 R03/04/01～R04/03/31
胃がん精密検診
（胃内視鏡検査）

随　　意 ２月中旬

医療廃棄物処理 松山駐屯地 R03/04/01～R04/03/31 医療廃棄物処理 一般競争 ２月中旬

残飯運搬処理 松山駐屯地 R03/04/01～R04/03/31 残飯運搬処理 一般競争 ２月中旬

生化学検査 松山駐屯地 R03/04/01～R04/03/31 生化学検査 一般競争 ２月中旬

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

松 山

令和２年１２月１５日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

令和３年度発注予定役務等

麻疹・風疹抗体検査 松山駐屯地 R03/04/01～R04/03/31 麻疹・風疹抗体検査 随　　意 ２月中旬

し尿汲取 松山駐屯地 R03/04/01～R04/03/31 し尿汲取 一般競争 ２月中旬

汚泥汲取 松山駐屯地 R03/04/01～R04/03/31 汚泥汲取 一般競争 ２月中旬

以下余白



駐屯地名

高知

令和２年１２月１８日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

血液精査 高知駐屯地 3.4.1～4.3.31 血液検査 一般競争 ３月

感染性医療廃棄物処理 高知駐屯地 3.4.1～4.3.31
注射器・ガーゼ等収集・運
搬・処分

一般競争 ３月

歯科技工 高知駐屯地 3.4.1～4.3.31 歯科技工 随意契約 ３月

雇用医師 高知駐屯地 3.4.1～4.3.31 駐屯地医務室での診療 随意 ３月

高知駐屯地で使用する電気 高知駐屯地 3.4.1～4.3.31 電気料 一般競争 1月中旬

高知演習場で使用する電気 高知演習場 3.4.1～4.3.31 電気料 一般競争 1月中旬

事業系産業廃棄物等処理 高知駐屯地 3.4.1～4.3.31
産業廃棄物の収集・運搬・処
分

一般競争 ３月

事業系一般廃棄物等処理 高知駐屯地 3.4.1～4.3.31
一般廃棄物の収集・運搬・処
分

一般競争 ３月

水質検査 高知駐屯地 3.4.1～4.3.31 水質検査 一般競争 ３月

エレベーター保守点検 高知駐屯地 3.4.1～4.3.31 エレベーターの保守点検 一般競争 ３月

自動ドア保守点検 高知駐屯地 3.4.1～4.3.31 自動ドアの保守点検 一般競争 ３月

給食業務及び食器洗浄等部外委
託

高知駐屯地 3.4.1～4.3.31
駐屯地食堂給食業務及び食器
洗浄等

一般競争 １月中旬

残飯処理 高知駐屯地 3.4.1～4.3.31 残飯の収集・運搬・処分 一般競争 ３月

　令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

徳島

令和２年１２月１８日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

徳島駐屯地で使用する電気 徳島駐屯地 3.4.1～4.3.31 徳島駐屯地で使用する電気 一般競争 1月26日

給食業務の部外委託及び食器洗
浄等役務

徳島駐屯地 3.4.1～4.3.31
給食業務の部外委託及び食器
洗浄等役務

一般競争 1月22日

徳島（３）事業系一般廃棄物収
集運搬処理

徳島駐屯地 3.4.1～4.3.31
事業系一般廃棄物収集運搬処
理

一般競争 ２月下旬

残飯収集運搬処理 徳島駐屯地 3.4.1～4.3.31 残飯収集運搬処理 一般競争 ２月下旬

徳島（３）飲料水水質検査 徳島駐屯地 3.4.1～4.3.31 飲料水水質検査 一般競争 ２月下旬

徳島（３）排出水水質検査 徳島駐屯地 3.4.1～4.3.31 排出水水質検査 一般競争 ２月下旬

浴槽水大腸菌群水質検査 徳島駐屯地 3.4.1～4.3.31 浴槽水大腸菌群水質検査 一般競争 ３月上旬

菌検索 徳島駐屯地 3.4.1～4.3.31 菌検索 一般競争 ３月上旬

徳島（３）中央監視設備保守点
検

徳島駐屯地 3.4.1～4.3.31 中央監視設備保守点検 一般競争 ３月上旬

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

米子駐屯地

令和２年１２月１８日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

給食業務及び食器洗浄部外役務 米子駐屯地 3.4.1～4.3.31 給食及び食器洗浄業務 一般競争 3.1.28

米子駐屯地で使用する電力 米子駐屯地 3.4.1～4.3.31 駐屯地等で使用する電力 一般競争 3.1.26

米子駐屯地で使用するガス 米子駐屯地 3.4.1～4.3.31 駐屯地で使用するガス 一般競争 3.3.2

エレベータ保守点検 米子駐屯地 3.4.1～4.3.31
集約倉庫エレベータの保守点
検

一般競争 3.2.26

一般・産業廃棄物処理 米子駐屯地 3.4.1～4.3.31
駐屯地等で使用するプロパン
ガス

一般競争 3.2.24

プロパンガス 米子駐屯地 3.4.1～4.3.31 残飯処理 一般競争 3.3.2

残飯処理 米子駐屯地 3.4.1～4.3.31 食堂の残飯処理 一般競争 3.2.24

食堂汚泥汲取 米子駐屯地 3.4.1～4.3.31 食堂の汚泥汲み取り 一般競争 3.2.26

臨床検査 米子駐屯地 3.4.1～4.3.31 医務室の必要な臨床検査 一般競争 3.2.25

医療廃棄物処理 米子駐屯地 3.4.1～4.3.31 感染性廃棄物の処理 一般競争 3.2.26

カウンセリング業務 米子駐屯地 3.4.1～4.3.31
駐屯地及び美保分屯地のカウ
ンセリング業務

随意契約 3.3.5

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

日本原

令和２年１２月９日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

日本原駐屯地で使用する電気 駐屯地 3.4.1～4.3.31 電力供給 一般 3.1

日本原演習場で使用する電気 演習場 3.4.1～4.3.31 電力供給 一般 3.1

日本原演習場管理棟で使用する電気 演習場 3.4.1～4.3.31 電力供給 一般 3.1

日本原演習場（電灯）で使用する電気 演習場 3.4.1～4.3.31 電力供給 一般 3.1

日本原演習場（動力）で使用する電気 演習場 3.4.1～4.3.31 電力供給 一般 3.1

自動ドア保守点検 駐屯地 3.4.1～4.3.31 自動ドアの定期点検 随意 3.2

し尿（汚泥）汲取り 駐屯地 3.4.1～4.3.31 演習場廠舎地区便所汲取り作業 一般 3.2

水質検査駐屯地（浄水）基準 駐屯地 3.4.1～4.3.31 浄水基準項目 一般 3.2

水質検査駐屯地（浄水）飲料水 駐屯地 3.4.1～4.3.31 飲料水簡易項目 一般 3.2

水質検査廠舎（浄水）飲料水 演習場 3.4.1～4.3.31 飲料水簡易項目 一般 3.2

水質検査駐屯地（浄水）所略不可 駐屯地 3.4.1～4.3.31 省略不可項目 一般 3.2

事業系一般廃棄物処理 駐屯地 3.4.1～4.3.31 事業系一般廃棄物処理 随意 3.2

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

日本原

令和２年１２月９日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

令和３年度発注予定役務等

空調設備保守点検 駐屯地 3.6～4.3.31 各建物の空調設備点検 一般 3.4

ボイラー洗缶作業 駐屯地 3.5・3.10頃 ボイラー洗缶作業 一般 3.4

レジオネラ属菌検査 駐屯地 3.7頃 浴槽ろ過水等レジオネラ属菌検査 随意 3.4

日本原駐屯地油分離槽清掃 駐屯地 3.6・4.2頃 油分離槽清掃・残土処分 一般 3.4

日本原演習場油分離槽清掃 演習場 3.6・4.2頃 油分離槽清掃・残土処分 一般 3.4

産業廃棄物処理 駐屯地 3.7頃 産業廃棄物収集運搬処理 随意 3.5

非常用発電機保守点検 駐屯地 3.10頃 非常用発電機の定期点検 一般 3.6

ボイラー煤煙測定検査 駐屯地 3.9・4.2頃 ボイラー煤煙測定検査 一般 3.7

駐屯地及び廠舎貯水槽清掃 駐屯地・演習場 3.11頃 駐屯地及び廠舎貯水槽清掃 一般 3.7

食厨消火設備点検 駐屯地 3.12頃 食厨の消防設備定期点検 一般 3.9

日本原演習場ナラ枯れ被害木処理 演習場 3.11～4.3頃 ナラ枯れ被害木処理 一般 3.9

汚水中継槽清掃作業 駐屯地 4.1頃 汚水中継槽清掃作業 一般 3.10



駐屯地名

日本原

令和２年１２月９日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

令和３年度発注予定役務等

排水再利用処理装置システム点検 演習場 4.1頃 排水再利用処理装置システム点検 一般 3.10

産業廃棄物処理（車両） 駐屯地 3.10頃 産業廃棄物収集運搬処理 随意 3.8

検査料 駐屯地 3.4.1～4.3.31 血液外注検査 随意 3.2

感染性医療廃棄物処理 駐屯地 3.4.1～4.3.31
感染性の可能性のある医療器
具等廃棄処理

随意 3.2

診療委託 駐屯地 3.4.1～4.3.31 医科診療 随意 3.2

技工料 駐屯地 3.4.1～4.3.31 歯科技工外注 随意 3.2

給食業務の部外委託役務及び食
器洗浄等役務

駐屯地 3.4.1～4.3.31 給食業務 一般 3.1

油分離槽の汚泥汲取り清掃役務 駐屯地 3.4.1～4.3.31 油分離槽清掃・汚泥汲取処分 一般 3.2

駐屯地裁断機処理保守点検 駐屯地 3.12頃 裁断機定期点検 随意 3.11

作業服整備 駐屯地 3.4.1～4.3.31 予備自衛官作業服のプレス 随意 3.2



駐屯地名

出雲

令和２年１２月３日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

給食業務の部外委託及び食器洗浄等役務 出雲駐屯地 3.4.1～4.3.31 給食の調理・配食・清掃、食器洗浄清掃 一般競争入札 ３年１月下旬

出雲駐屯地で使用する電気 出雲駐屯地 3.4.1～4.3.31 電気料 一般競争入札 ３年２月上旬

ＬＰガス 出雲駐屯地 3.4.1～4.3.31 ＬＰガス 一般競争入札 ３年３月上旬

血液検査 出雲駐屯地 3.4.1～4.3.31 血液検査 一般競争入札 ３年４月上旬

浄水水質検査 出雲駐屯地 3.4.1～4.3.31 水質検査 一般競争入札 ３年４月上旬

油分離槽汚泥汲取 出雲駐屯地 3.4.1～4.3.31 油分離槽の収集・運搬・処分 一般競争入札 ３年４月上旬

残飯処理 出雲駐屯地 3.4.1～4.3.31 残飯の収集・運搬・処分 一般競争入札 ３年３月上旬

感染性産業廃棄物、非感染性産業廃棄物 出雲駐屯地 3.4.1～4.3.31 産業廃棄物の収集・運搬・処分 一般競争入札 ３年４月上旬

産業廃棄物運搬処理 出雲駐屯地 3.4.1～4.3.31 産業廃棄物の収集・運搬・処分 一般競争入札 ３年４月上旬

以下余白

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

海田市

令和２年１２月１９日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

給食業務部外委託、食器洗浄及
び清掃作業部外委託

海田市駐屯地 3.4.1～4.3.31
駐屯地食堂の給食業務及び食
器洗浄

一般競争 １月

陸上自衛隊海田市駐屯地で使用
する電気

海田市駐屯地 3.4.1～4.3.31 海田市駐屯地の電気の供給 一般競争 ２月

陸上自衛隊原村演習場で使用す
る電気

原村演習場 3.4.1～4.3.31 原村演習場の電気の供給 一般競争 ２月

御調及び彦山無線中継所で使用
する電気

御調及び彦山無
線中継所

3.4.1～4.3.31
御調及び彦山無線中継所の電
気の供給

一般競争 ２月

LPガス 海田市駐屯地 3.4.1～4.3.31 ガス料金 一般競争 ２月

特定厚生施設清掃役務 海田市駐屯地 3.4.1～4.3.31 駐屯地厚生施設の清掃 一般競争 ２月

３０号建物清掃作業 海田市駐屯地 3.4.1～4.3.31 駐屯地司令部庁舎の清掃 一般競争 ２月

エレベーター保守点検 海田市駐屯地 3.4.1～4.3.31
駐屯地で使用するエレベー
ターの保守点検

一般競争 ２月

迷彩服プレス 海田市駐屯地 3.4.1～4.3.31
予備自衛官訓練で使用する迷
彩服のクリーニング

一般競争 ２月

事業系一般廃棄物処理 海田市駐屯地 3.4.1～4.3.31 駐屯地のゴミ処理 一般競争 ３月

事業系一般廃棄物処理（残飯） 海田市駐屯地 3.4.1～4.3.31 駐屯地の残飯処理 一般競争 ３月

し尿汲取 原村演習場 3.4.1～4.3.31 演習場のし尿汲取 随意契約 ３月

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

海田市

令和２年１２月１９日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

令和３年度発注予定役務等

診療代 海田市駐屯地 3.4.1～4.3.31 診療代金 随意契約 ３月

歯科技工料 海田市駐屯地 3.4.1～4.3.31 歯科技工代金 随意契約 ３月

水質検査 海田市駐屯地 3.4.1～4.3.31 水質検査代金 一般競争 ３月



駐屯地名

山口

令和２年１２月１７日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

給食業務・食器洗浄および清掃
作業等の部外委託

山口駐屯地 3.4.1～4.3.31
給食業務・食器洗浄および清
掃作業等の部外委託

一般競争 ２月

陸上自衛隊山口駐屯地使用電気
料

山口駐屯地 3.4.1～4.3.31 電力供給 一般競争 １２月

陸上自衛隊山口射撃場使用電力
料

山口射撃場 3.4.1～4.3.31 電力供給 一般競争 １２月

陸上自衛隊山口弾薬庫使用電力 山口弾薬庫 3.4.1～4.3.31 電力供給 一般競争 １１月

陸上自衛隊山口訓練場使用電力 山口訓練場 3.4.1～4.3.31 電力供給 一般競争 １２月

陸上自衛隊むつみ演習場使用電
力料

むつみ演習場 3.4.1～4.3.31 電力供給（電灯） 一般競争 １２月

陸上自衛隊むつみ演習場使用電
力料

むつみ演習場 3.4.1～4.3.31 電力供給（低圧） 一般競争 １１月

むつみ演習場巡回監視 むつみ演習場 3.4.1～4.3.31 演習場監視 随意契約 ２月

プレハブレンタル 山口駐屯地 3.4.1～3.9.30 新隊員用教場 一般競争 １月

残飯手数料 山口駐屯地 3.4.1～4.3.31 残飯処理 一般競争 ２月

歯科技工料 山口駐屯地 3.4.1～4.3.31 歯科技工 一般競争 ３月

空調設備保守点検 山口駐屯地 3.4.1～4.3.31 空調設備保守点検 一般競争 ３月

令和３年度発注予定役務等



駐屯地名

山口

令和２年１２月１７日現在

役務等名称 履行場所 履行期間 概要 入札方法等 入札等の時期 備考

令和３年度発注予定役務等

シーツ洗濯 山口駐屯地 3.4.1～4.3.31 シーツ洗濯 一般競争 ２月

大腸検診 山口駐屯地 3.4.1～4.3.31 大腸検診 一般競争 ３月

臨床検査ほか 山口駐屯地 3.4.1～4.3.31 臨床検査ほか 一般競争 ３月

感染症産業廃棄物処理手数料 山口駐屯地 3.4.1～4.3.31 感染症産業廃棄物処理手数料 一般競争 ３月

エレベータ保守点検 山口駐屯地 3.4.1～4.3.31 エレベータ保守 一般競争 ２月

水質検査 山口駐屯地 3.4.1～4.3.31 水質検査 一般競争 ２月

迷彩服プレス 山口駐屯地 3.4.1～4.3.31 プレス 一般競争 ２月

産業廃棄物処理（グリストラッ
プ）

山口駐屯地 3.4.1～4.3.31 処理委託 一般競争 ２月


