
【別紙２】 

 

契約部における参入公募型競争入札の対象分野（平成 30 年度） 

物品購入関係 (1)ＰＣ・プリンターなどのＯ

Ａ機器類及びその消耗品類の

購入 

ＰＣ・プリンター・インクカー

トリッジ・プロジェクター・デ

ジカメ・ビデオカメラ・ＵＳＢ

メモリー・ＬＡＮケーブル・各

種ソフトウェア（市販品）（Ｃ

Ｄ－ＲＯＭ等の電子媒体の納

品を通じてライセンスが使え

るようになるもの。）、ＦＡＸ、

コピー機、シュレッダー等 

(2)ＰＣ・プリンター・サーバ

ーなどＯＡ機器類の賃貸借（再

リースは除く。） 

ＰＣ・プリンター・サーバー、

ＦＡＸ、コピー機等 

(3)オフィス什器類の購入 机、椅子、書庫、収納棚等 

 

(4)工具類の購入 一般工具（ニッパ、スパナ、ペ

ンチ、ハンマー等）、電動工具

（ドリル、フライス、草刈り機、

チェンソー等）、工具資材その

他消耗品 

(5)理化学機材類の購入 天秤、撹拌機、吸引ろ過器、サ

ーベイメーター、線量計、オシ

ロスコープ、クライオポンプ、

質量分析計、フラスコ、シャー

レ、化学薬品類等  

※医薬品類、高圧ガス類は除

く。  
(6)家電品（ただし、(1)物品は

除く。）の購入 

テレビ、エアコン、扇風機、ス

トーブ、蛍光灯、電球等 

役務関係 (7)ソフトウェアライセン 

スの使用許諾 

ソフトウェアライセンスの使

用許諾（パスワード等を通じて

ライセンスが使えるようにな

るもの。） 

(8)プログラム・コード作成及

び改良等、ネットワークシステ

ムの構築 

プログラム・コード開発・改良、

改造、機能拡張、解析、システ

ム運用管理、データ移設作業、

ＨＰ作成、ネットワークシステ

ムの構築等 



(9)ＯＡ機器類の点検・修理(対

象範囲が確定できるものに限

る。)、ソフトウェア及びハー

ドウェアの保守 

 

(10)設備の設置・補修・機器の

不具合調査・撤去処理処分作業 

設備の設置、備品の補修、機器

の不具合調査、移動、撤去・処

分作業等 

(11)印刷・複写・製本関係 原版を有するなど、特別なもの

は除く。 

(12)電気設備・機械設備・消防

設備に関する機器の点検・校正 

 

(13)放射線測定機器類の点

検・校正 

 

 

(14)運搬・運送、移設作業（核

物質を除く。） 

 

(15)論文等の校閲、翻訳 

 

 

(16)成分、組成、試料等の分析

作業 

 

(17)その他作業 

・器具等の設置・交換・配線 

・車両・家電品等の処分 

・植栽管理（木の伐採、草刈り

等を含む。） 

 

 



 

 

大洗研究開発センターにおける参入公募型競争入札の対象分野（平成 30年度） 

物品購入関係 (1) ＰＣ・プリンターなどのＯ

Ａ機器類及びその消耗品類の

購入、ソフトウェアライセンス

の更新 

ＰＣ・プリンター・インクカー

トリッジ・プロジェクター・デ

ジカメ・ビデオカメラ・ＵＳＢ

メモリー・ＬＡＮケーブル・各

種ソフトウェア（市販品）、Ｆ

ＡＸ、コピー機、ライセンス等 

(2)ＰＣ・プリンター・サーバ

ーなどＯＡ機器類の賃貸借（再

リースは除く。） 

ＰＣ・プリンター・サーバー、

ＦＡＸ、コピー機等 

(3)オフィス什器類の購入 机、椅子、書庫、収納棚等 

 

役務関係 (4)プログラム・コード作成、

改良等、ネットワークシステム

の構築 

 

(5)ＯＡ機器類の点検・修理(対

象範囲が確定できるものに限

る。)、ソフトウェア及びハー

ドウェアの保守 

 

(6)印刷・複写・製本関係 

 

 

（原版を有するなど、特別なも

のは除く。） 

(7)運搬・運送、移設作業 

 

 

 

 



 

 

幌延深地層研究センターにおける参入公募型競争入札の対象分野（平成 30 年度） 

物品購入関係 

 

(1) ＰＣ・プリンターなどのＯ

Ａ機器類及びその消耗品類の

購入、ソフトウェアライセンス

の更新 

ＰＣ・プリンター・インクカー

トリッジ・プロジェクター・デ

ジカメ・ビデオカメラ・ＵＳＢ

メモリー・ＬＡＮケーブル・各

種ソフトウェア（市販品）、Ｆ

ＡＸ、コピー機、ライセンス等 

(2)ＰＣ・プリンター・サーバ

ーなどＯＡ機器類の賃貸借（再

リースは除く） 

ＰＣ・プリンター・サーバー、

ＦＡＸ、コピー機等 

(3)オフィス什器類の購入 机、椅子、書庫、収納棚等 

役務関係 

 

(4)プログラム・コード作成及

び改良等、ネットワークシステ

ムの構築 

 

(5)ＯＡ機器類の点検・修理(対

象範囲が確定できるものに限

る)、ソフトウェア及びハード

ウェアの保守 

 

 



 

 

東濃地科学センターにおける参入公募型競争入札の対象分野（平成 30 年度） 

物品購入関係 

 

(1) ＰＣ・プリンターなどのＯ

Ａ機器類及びその消耗品類の

購入、ソフトウェアライセンス

の更新 

ＰＣ・プリンター・インクカー

トリッジ・プロジェクター・デ

ジカメ・ビデオカメラ・ＵＳＢ

メモリー・ＬＡＮケーブル・各

種ソフトウェア（市販品）、Ｆ

ＡＸ、コピー機、ライセンス等 

(2)ＰＣ・プリンター・サーバ

ーなどＯＡ機器類の賃貸借（再

リースは除く） 

ＰＣ・プリンター・サーバー、

ＦＡＸ、コピー機等 

(3)オフィス什器類の購入 机、椅子、書庫、収納棚等 

役務関係 

 

(4)プログラム・コード作成及

び改良等、ネットワークシステ

ムの構築 

 

(5)ＯＡ機器類の点検・修理(対

象範囲が確定できるものに限

る)、ソフトウェア及びハード

ウェアの保守 

 

 



 

 

人形峠環境技術センターにおける参入公募型競争入札の対象分野（平成 30 年度） 

物品購入関係 

 

(1) ＰＣ・プリンターなどのＯ

Ａ機器類及びその消耗品類の

購入、ソフトウェアライセンス

の更新 

ＰＣ・プリンター・インクカー

トリッジ・プロジェクター・デ

ジカメ・ビデオカメラ・ＵＳＢ

メモリー・ＬＡＮケーブル・各

種ソフトウェア（市販品）、Ｆ

ＡＸ、コピー機、ライセンス等 

(2)ＰＣ・プリンター・サーバ

ーなどＯＡ機器類の賃貸借（再

リースは除く） 

ＰＣ・プリンター・サーバー、

ＦＡＸ、コピー機等 

(3)オフィス什器類の購入 机、椅子、書庫、収納棚等 

役務関係 

 

(4)プログラム・コード作成及

び改良等、ネットワークシステ

ムの構築 

 

(5)ＯＡ機器類の点検・修理(対

象範囲が確定できるものに限

る)、ソフトウェア及びハード

ウェアの保守 

 

(6)運搬・運送・移設作業 放射性廃棄物ドラム缶運搬作

業、解体物収納コンテナ移動運

搬作業、機械装置等の運送作

業・移設作業・搬出作業・撤去

作業、分析試料等の採取運搬作

業。 

(7)草刈り・除雪・清掃などの

支援作業 

 

 

 

 

捨石たい積場の草刈作業・砕石

除去作業・沈砂池浚渫作業、社

宅跡地等の草刈作業・除雪作

業、排水管等の清掃作業、樹木

薬剤・除草剤等の散布作業、樹

木の伐採作業、蜂及び営巣の駆

除作業、その他類似の支援作

業。 

 



 

 

青森研究開発センターにおける参入公募型競争入札の対象分野（平成 30年度） 

物品購入関係 

 

(1) ＰＣ・プリンターなどのＯ

Ａ機器類及びその消耗品類の

購入、ソフトウェアライセンス

の更新 

ＰＣ・プリンター・インクカー

トリッジ・プロジェクター・デ

ジカメ・ビデオカメラ・ＵＳＢ

メモリー・ＬＡＮケーブル・各

種ソフトウェア（市販品）、Ｆ

ＡＸ、コピー機、ライセンス等 

(2)ＰＣ・プリンター・サーバ

ーなどＯＡ機器類の賃貸借（再

リースは除く） 

ＰＣ・プリンター・サーバー、

ＦＡＸ、コピー機等 

(3)オフィス什器類の購入 机、椅子、書庫、収納棚等 

役務関係 

 

(4)プログラム・コード作成及

び改良等、ネットワークシステ

ムの構築 

 

(5)ＯＡ機器類の点検・修理(対

象範囲が確定できるものに限

る)、ソフトウェア及びハード

ウェアの保守 

 

 



 

 

福島研究開発拠点における参入公募型競争入札の対象契約分野（平成 30年度） 

物品購入関係 

 

 

(1) ＰＣ・プリンターなどのＯ

Ａ機器類及びその消耗品類の

購入、ソフトウェアライセンス

の更新 

ＰＣ・プリンター・インクカー

トリッジ・プロジェクター・デ

ジカメ・ビデオカメラ・ＵＳＢ

メモリー・ＬＡＮケーブル・各

種ソフトウェア（市販品）、Ｆ

ＡＸ、コピー機、ライセンス等 

(2)ＰＣ・プリンター・サーバ

ーなどＯＡ機器類の賃貸借（再

リースは除く。） 

ＰＣ・プリンター・サーバー、

ＦＡＸ、コピー機等 

(3)オフィス什器類の購入 机、椅子、書庫、収納棚等 

(4)事務用品類の購入 筆記用具類、ファイル類、事務

用機器（ラベルライター、電卓

等）、紙類（コピー用紙、便箋

等）、生活用品類（ペーパータ

オル、消毒剤、ゴミ袋等）、梱

包用品類（ダンボール、ガムテ

ープ等）、電池類（乾電池、バ

ッテリー、充電式乾電池等）等 

(5)理化学機材類の購入 天秤、攪拌機、吸引ろ過器、サ

ーベイメーター、線量計、オシ

ロスコープ、クライオポンプ、

質量分析計、フラスコ、シャー

レ等 

※毒劇物を含む化学薬品類、医

薬品類、高圧ガス類は除く。 

(6)作業（安全）用品類の購入 工具類、ネジ類、ヘルメット、

安全靴、軍手、ヘッドライト、

防塵マスク、安全標識、消火器、

カラーコーン、転倒防止用品、

タイベックススーツ、汚染防護

用ゴム手袋、ブルーシート等 

 

 

 

役務関係 

 

(7)プログラム・コード作成、

改良等、ネットワークシステム

の構築 

プログラム・コード開発・改良、

改造、機能拡張、解析、システ

ム運用管理、データ移設作業、

HP 作成、ネットワークシステ

ムの構築等 



(8)ＯＡ機器類の点検・修理(対

象範囲が確定できるものに限

る。)、ソフトウェア及びハー

ドウェアの保守 

 

 


