令和元・2年度 競争入札参加資格審査調書【役務・業務】 （市外業者）
R1.10.1現在
商号及び名称
13 ㈱旭川ゼネラル通信工業
41 アイビイ通信㈱
47 ㈱アイネス
53 アイテック㈱
58 ㈱アクトシステムズ
97

㈱アール・ケー・ケー・コン
ピュータサービス

194 ㈱アンビエンテ丸大
231 アイデルサービス㈲
244 アジア航測㈱
246 旭川計量機㈱
347 ㈱I・TECソリューションズ
355 ㈱アルカディア
392 ㈱旭川浄化
409 アートシステム㈱
415 アクア管路サービス㈱
424 ㈱旭川振興公社
425 ㈱アサヒ
446 ㈱アース総研
118 居林建設工業㈱
139 ㈱イコム
㈱インタラック北日本
494
R1.5.16申請
224 ㈱インテック
232

EY新日本有限責任監査法
人

398 ㈱イビソク
439 ㈲岩見沢パートナーシップ

申請業種
⑤無線通信機器保守
⑤通信設備保守
⑬システム設計・開発⑬データ入力及び処理⑬システム保守・管理
⑪上・下水道処理施設等の機械運転管理⑪廃棄物処理施設等の機械運転管理
⑬システム開発・設計・導入・他、システム保守・管理⑮ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾈｯﾄﾜｰｸ(LAN)敷設工事
作業
⑬システム設計・開発

78 ㈱ＮＴＴ東日本－北海道
117 ㈱エコニクス
124 ㈱エムティーアイ
158 ㈱ＨＤＣ

業務・物品
業務・物品
業務・物品
業務
業務・物品
業務・物品

⑨産業廃棄物処理（収集運搬・処分）⑨特別管理産業廃棄物処理（収集運搬・処分）④地
業務
下タンク埋設配管定期点検
①建築物ねずみこん虫等防除⑮害虫等駆除
業務
⑫騒音・振動レベル⑬システム設計・開発、データ入力及び処理、システム保守・管理
⑫計量機保守・計量士による代検査
⑬システム設計・開発、データ入力及び処理、システム保守・管理⑮事務・ＯＡ機器保守
（ハード）、人材派遣⑮その他（ホスティング・ハウジング・封入封緘）
⑬データ入力及び処理、システム保守・管理⑮⑮その他（メール配信サービス）

設計・業務・物品
業務・物品
業務・物品
業務

①建築物飲料水貯水槽清掃②貯水槽清掃・保守点検③浄化槽清掃③浄化槽保守点検⑨
産業廃棄物処理（収集運搬・処分）⑩道路清掃⑩下水道管渠内清掃・収集運搬・処分・調 業務
査⑫漏水調査
⑬システム設計・開発、データ入力及び処理、システム保守・管理
⑫漏水調査
⑨産業廃棄物処理、特別管理産業廃棄物処理
⑥消防用設備保守点検
⑫水質分析、土壌分析、騒音・振動レベル、その他（ボイラーばい煙、焼却施設）
⑩上・下水道管渠内清掃（管渠内TVカメラ調査業務）
⑤通信設備保守⑥消防緊急通報システム設置・保守
⑮人材派遣、その他（外国語指導/支援業務、語学研修・海外研修、ICT支援業務、図書
館業務）
⑬システム設計・開発、データ入力・処理、システム保守・管理システム保守・運用
⑮その他（財務書類の監査又は証明）
⑮その他（埋蔵文化財発掘調査等（測量業、建設コンサルタント業、補償コンサルタント
業、一級建築士事務所、一般建設業））⑬システム設計・開発、データ入力
⑨産業廃棄物処分

㈱内田洋行ＩＴソリューション ⑬システム設計・開発、システム保守・管理
271
ズ
⑬健康管理に関するシステムの開発及びデータ処理・保守⑮特定健診に係る保健指導及
468 ウｴルクル
び受診勧奨業務
⑪上・下水道処理施設等の機械運転管理⑫漏水調査・管路診断⑬システム設計・開発、
378 ヴェオリア・ジェネッツ㈱
システム保守・管理⑮その他（水道料金徴収・メーター検針）
④地下タンク埋設配管定期点検
19 ㈱Ｍ・Ｉ・Ｃ
㈱エイチ・ビー・シー・フレッ
66
クス

申請業種

⑮その他業務（コンテンツ制作（映像・音声）、広告代理業、イベント企画運営）
⑤通信設備保守、光ケーブル保守点検
①建築物飲料水水質検査⑫水質分析⑫土壌分析⑫騒音・振動レベル⑫その他（煤煙測
定・作業環境測定・温泉分析）
⑬システム設計・開発、データ入力及び処理、システム保守・管理
⑬システム設計・開発、データ入力及び処理、システム保守・管理

業務・物品
業務
業務
業務
業務
業務
業務・物品
業務
業務・物品
業務
設計・業務・物品
業務
業務・物品
業務・物品
業務
業務
業務・物品
業務・物品
設計・業務
業務
業務・物品

162 ㈱エイチ・アイ・ディ
188 ㈱エイト日本技術開発
209 ㈱エコシティサービス
243 荏原冷熱システム㈱
303 ㈱ＨＢＡ
308 エア・ウォーター物流㈱
324 ㈱エー・エル・ピー
330 荏原商事㈱
352 NTT‐ATエムタック㈱
362 NTTタウンページ㈱
374 ㈱エル技術コンサルタント
428 ㈱Ｓ＆Ｓエンジニアリング
457 エヌエス環境㈱
477

エムスリードクターサポート
㈱

179 ㈱大塚商会
359 沖電気工業㈱
372 ㈱オーテック
397 大崎データテック㈱
486 沖ウィンテック㈱
105 ㈱環境管理センター
108 ㈱会議録センター
175 ㈱環境テクニカルサービス
338 ㈱環境リサーチ
343 ㈱環境科学研究所
361 環境クリエイト㈱
369 ㈱河合楽器製作所

⑬システム開発
⑫騒音・振動レベル、その他(組成調査）
⑮上下水道検針メーター検針・料金整理等付帯業務、納税コールセンター業務
④冷凍機・冷却塔保守

設計・業務
業務
業務・物品

⑬システム設計・開発、データ入力および処理、システム保守・管理 ⑮事務・OA機器の保
業務・物品
守(ﾊｰﾄﾞ)、議事録作成
⑨特別管理産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業
業務
⑬システム設計・開発

業務・物品

④ボイラー作業運転、危険物取扱い、酸素欠乏危険作業、空調設備保守、冷暖房設備保
守、給排水衛生設備保守、機械設備保守、その他保守点検⑤電気設備保守[自家用電気 業務
工作物（高圧）除く]、自家用電気工作物（高圧）⑪上・下水道処理施設等の機械運転管理
⑬システム設計・開発、システム保守・管理⑮事務・ＯＡ機器保守（ハード）⑮その他
⑮その他（コールセンター等受付業務）⑫その他（現地調査等）
⑫騒音・振動レベル
④機械設備保守
⑫水質分析、土壌分析、騒音測定、振動測定、ダイオキシン類測定、アスベスト測定、
PCB測定
⑮費用削減コンサルティング契約
⑬システム設計・開発⑬システム保守・管理⑮事務・OA機器保守

業務・物品
業務
業務
業務・物品
業務
業務
業務・物品

⑤通信設備保守 ⑥消防緊急通報システム設置・保守⑬システム設計・開発、システム保
業務・物品
守・管理
④空調自動制御装置保守
業務・物品
⑬業務システム導入、システム保守、⑮ハードウェア保守⑮受託業務（水道の検針業務・
水道料金等徴収業務）
⑤電話交換機の保守業務

業務・物品
業務・物品

⑫水質分析、土壌分析、騒音・振動レベル、ダイオキシン類測定、上記以外の分析（大気・
設計・業務
悪臭・作環等）
⑮その他 会議録調製 ⑬会議録検索・映像等データ加工及び保守管理 ⑮会議録検索・映
業務・物品
像配信システム・家屋評価・音声認識システム
⑫水質分析、土壌分析、騒音・振動レベル、その他
設計・業務
①建築物空気環境測定事業、建築物飲料水水質検査、建築物飲料水貯水槽清掃④地下
設計・業務
タンク埋設配管定期点検⑫水質分析、土壌分析、騒音・振動レベル
①建築物空気環境測定、建築物飲料水水質検査、建築物飲料水貯水槽清掃、建築物ね
ずみこん虫等防除、建築物配水管清掃⑫水質分析、土壌分析、騒音・振動レベル、水道 設計・業務
水検査
⑫アスベスト調査・分析、水質分析、土壌分析、騒音・振動ﾚﾍﾞﾙ、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類測定(下請
設計・業務
け)、作業環境測定、異臭分析（排ガス、臭気分析、ごみ質、アセスメント等）
⑮楽器修理・ピアノ調律保守点検
業務・物品

北日本コンピューターサービ ⑬システム設計・開発、システム保守・管理
ス㈱
⑮火葬炉残骨灰処理、その他（火葬業務運転管理）
237 ㈱協働管財
197

280 共和化工㈱

業務・物品

③浄化槽保守点検④その他設備保守（排水処理、糞尿堆肥化⑪処理場等機械運転管理

業務・物品
業務
業務・物品

⑦受付・窓口案内⑭給食調理業務⑮その他（施設運営管理業務、スクールバス等運行管
業務
理業務、保育所等保育業務、図書館業務）
極東サービスエンジニアリン ④その他保守点検⑪廃棄物処理施設等の機械運転管理
業務・物品
グ北海道㈱
⑮その他（議会会議録作成、各種会議等録音反訳） ⑬システム設計・開発（議会会議録
㈱ぎじろくセンター
業務・物品
検索システム・議会映像配信システム）、上記のシステムデータ加工・保守等
⑫法令コンサル・調査研究（計画調査・都市計画）⑬情報処理（ＯＡシステムの設計・プロ
グラム開発・作成、自社開発の電算システム保守）⑮議会会議録の調整・データ構築、議
事録のテープ起こし、研修会、講演会の講師派遣、記念誌等の編集・執筆、各種記念事業 業務・物品
㈱ぎょうせい
の企画・立案及び運営、各種CD・ＤＶＤ等の制作、各種計画のコンサルティング業務、Web
サイト・スマートフォンアプリの製作
⑮火葬炉残骨灰処理
㈱クラーク総合通商
業務

384 ㈱共立メンテナンス
388
63

249

43

96 クボタ機工㈱
119 クマリフト㈱

④機械設備保守点検（ポンプ）
⑧エレベーター保守

業務・物品
業務

141 ㈱クリーンアップ
276 クボタ環境サービス㈱
グリットグループホールディ
503 ングス株式会社
R1.7.31申請
（特非） グローバル教育推
263
進機構
46 ㈱建設技術研究所
325 ㈱恵和ビジネス
5

㈱元創

130 神戸綜合速記㈱
協業組合 公清企業
171 ㈱ 公清企業
H31.4.1商号変更
187 ㈱小林舞台システム
316

㈱光生舎
H31.4.12 追加申請

386 ㈱コンピューター・ビジネス
422 国際航業㈱
283 ㈱五藤光学研究所
17 ㈲サンポウ物流
25 ㈱サケミ技建
83 三和航測㈱
225 ㈱サポートシステム
227 ㈱札幌ニット
235 ㈱三輝
304 三精テクノロジーズ㈱
350 ㈲サンテック
363 （税）さくら総合会計
382 札幌臨床検査センター㈱
406 ㈱サーベイリサーチセンター
464 札幌通運㈱
480 札幌施設管理㈱
26 新栄クリエイト㈱
40 ㈱シン技術コンサル
490

システムサービス㈱
Ｈ31.4.24 追加申請

104 システムバンク㈱
181 ㈱シーテック
292 昇寿チャート㈱
298 資源サービス㈱
301 シンコースポーツ北海道㈱
306 ㈱神鋼環境ソリューション

⑨産業廃棄物処理（収集運搬・処理）⑩上・下水道管渠内清掃（清掃から収集・運搬まで）
業務
（その他下水道管路内調査含む）
③浄化槽保守点検⑪廃棄物処理施設等の機械運転管理⑮上水道処理施設維持管理
業務・物品
⑫調査・検査・分析⑮その他（移住・インバウンド事業関連のイベント企画・広告・宣伝・集
客・運営、特設サイトの構築・維持管理、PR物資デザイン、動画・スライド作成、地方創生 業務
推進交付金コンサルティング、職員向けの研修
⑮人材派遣（外国語指導助手）

業務

⑫水質分析、土壌分析、騒音・振動レベル⑬システム設計・開発、データ入力及び処理⑮
設計・業務
その他
⑬システム設計・開発、データ入力及び処理、システム保守・管理
業務・物品
⑮火葬炉残骨灰処理⑮火葬業務⑮人材派遣（火葬場業務）
⑮その他（会議録作成）⑬システム設計・開発、システム保守・管理

業務・物品
業務・物品

④地下タンク埋設配管定期点検⑨産業廃棄物処理（収集運搬・処分）⑩下水道管渠内清
掃(管内調査含む)⑫水質分析,土壌分析⑫騒音,振動レベル⑫ダイオキシン類測定⑫その 設計・業務
他
④舞台設備保守点検
①建築物清掃⑮クリーニング
⑬システム設計・開発、システム保守・管理
⑫騒音・振動レベル ⑬システム設計・開発、データ入力及び処理、システム保守・管理

業務・物品
業務・物品
業務・物品
設計・業務・物品

④その他の保守（プラネタリウウム等天文機器）⑮その他（プラネタリウム用ソフト制作・据
業務・物品
付）
⑮火葬炉残骨灰処理
業務
⑫漏水調査
⑬システム設計・開発⑬データ入力及び処理⑬システム保守・管理
⑮その他（保険者診療報酬明細書点検業務）
④公園遊具保守点検
⑮火葬炉残骨灰処理
④舞台機構保守点検⑧エレベーター保守点検
⑮火葬炉残骨灰処理
⑮新地方公会計コンサルティング業務
⑭その他（臨床検査業務）
⑫調査・検査・分析・その他
⑨産業廃棄物収集運搬⑨特別産業廃棄物収集運搬⑮運送請負（貨物自動車、鉄道利
用、航空利用、引越・移転）
②貯水槽清掃⑫漏水調査
⑪上水道処理施設等の機械運転管理

業務
業務
業務
業務・物品
業務
業務・物品
業務
業務
業務・物品
業務
業務
設計・業務
業務・物品

⑬システム設計・開発⑬データ入力及び処理⑬システム保守・管理⑮人材派遣⑮土地家
設計・業務・物品
屋調査⑮埋蔵文化財調査関連業務
⑤電気設備保守⑥消防用設備保守点検
業務・物品
⑬ソフトウェア開発・保守
④機械設備保守、その他保守点検
⑬システム設計・開発、データ入力及び処理、システム保守・管理
⑯除排雪
⑮トレーニング器具保守点検⑮その他（トレーニング室の管理運営、スポーツ教室・介護
予防教室の実施等）
⑪上・下水道処理施設等の機械運転管理

㈱シー・アイ・エス計画研究 ⑮地域振興・産業振興調査、民間活力導入調査
405
所

業務・物品
業務・物品
業務・物品
工事・除雪
業務・物品
業務・物品
設計・業務

432 新生美装興業㈱
483 ㈱シンク
493

㈱CTIウイング
R1.5.15申請

183 ジャパンサイクル㈱
200 ジェイアクア㈱
274 ジャパンシステム㈱
319 ㈱ＧＩＳ北海道
327 ㈱ＪＥＣＣ
345 ジョンソンコントロールズ㈱
365 ㈱ジェイエスキューブ
126 ㈱鈴木商会
137 ㈱スゴー事務機
164 水ｉｎｇエンジニアリング㈱
145 ㈱ズコーシャ
52 ㈲星友環境サービス
123 ㈱セキュメント
172 ㈱セラビ
217 セコム㈱
294 ㈱ゼンリン
3

㈱創和

20 ソリマチ㈱
32 綜合警備保障㈱
70 空知興産㈱
195 ソラチ環境㈱
317 ソフトバンク㈱
393 ㈱ソラスト
440 空知環境総合㈱

74 太平ビルサービス㈱

309 ㈱大正オーディット
111 大輪興業㈱
334 第一法規㈱
340

㈱第一岸本臨床検査セン
ター

423 ダリ・マネージメント㈱
433 大善建設㈱

①建築物清掃
⑬システム設計・開発、システム保守・管理
⑫騒音・振動レベル、その他(市場調査等）⑬データ入力及び処理
⑨産業廃棄物処理
⑫漏水調査

業務
業務・物品
業務
業務
業務

⑬システム設計・開発、システム保守・管理⑮その他(行財政経営に関するコンサルティン
業務・物品
グ）
⑬システム設計・開発⑬データ入力及び処理⑬システム保守・管理
設計・業務・物品
⑬システム設計・開発（IDCを活用したアウトソーシング・クラウドシステム）
④空調設備保守
⑮事務・ＯＡ機器保守（ハード）
⑨産業廃棄物処理(収集運搬・処分)
⑬システム設計・開発、システム保守・管理⑮事務・OA機器保守（ハード）
④機械設備保守（環境衛生施設、公害防止プラント等の整備・修繕）

業務・物品
業務・物品
業務・物品
業務・物品
業務・物品
業務・物品

①建築物空気環境測定、建築物飲料水水質検査⑫水質分析、土壌分析、騒音・振動レベ
設計・業務
ル
①建築物清掃①空気環境測定①建築物排水管清掃（排水管・給水管清掃）①ねずみこん
業務
虫等防除②飲料水貯水漕清掃
①建築物環境衛生総合管理、建築物飲料水貯水槽清掃③浄化槽保守点検④ボイラー作
業運転・ボイラー整備設備保守⑦常駐警備、機械警備、交通警備、ﾌﾟｰﾙ管理⑮樹木・緑 業務
地保護管理、その他業務（設備等管理）
⑨産業廃棄物処理（パソコン・サーバー等の排企業務）⑮その他（パソコン・サーバー等の
業務・物品
データ消去・復旧業務）
⑦機械警備
業務・物品
⑫その他（防災マップ、ハザードマップ作成、空家・空店舗調査、外観調査）⑬ソフトウエア
保守⑮OA機器保守⑮その他（防災マップ、ハザードマップ作成、空家・空店舗調査、外観 業務・物品
調査）
⑮火葬炉残骨灰処理
⑬システム開発⑬データ入力⑬システム運用・保守
⑦常駐警備⑦機械警備

業務・物品
業務・物品
業務・物品

⑨産業廃棄物処理（収集運搬・処分）、特別管理産業廃棄物処理(収集運搬・処分）、医療
廃棄物処理⑩道路清掃、上・下水道管渠内清掃(清掃から収集・運搬・処分まで)、上・下 業務
水道管渠内清掃(その他下水道管路内調査含む)
③浄化槽保守点検 ⑨一般廃棄物処理、産業廃棄物処理
業務・物品
⑤通信設備保守⑬システム設計・開発⑬システム保守・管理⑮事務・OA機器保守（ハー
ド）⑮その他：電気通信回線提供、機器（携帯電話端末等）可動の保守点検、人工知能
（Watson,AI等）、公告（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ広告、HP等制作）、イベントの企画・運営
⑭医療窓口業務（医療費の請求・点検等）

業務・物品
業務

⑨産業廃棄物収集運搬、産業廃棄物処分、特別管理産業廃棄物収集運搬、特別管理産
業務
業廃棄物処分
①建築物環境衛生総合管理、建築物清掃、建築物空気環境測定、建築物飲料水水質検
査、建築物飲料水貯水槽清掃、建築物ねずみこん虫等防除、建築物空気調和用ダクト清
掃、建築物配水管清掃②貯水槽清掃、貯水槽保守点検④ﾎﾞｲﾗｰ作業運転、ボイラー整
業務
備、危険物取扱い、地下タンク埋設配管定期点検、空調設備保守、冷暖房設備保守、給
排水衛生設備保守、機械設備保守⑥消防用設備保守点検⑦常駐警備、駐車場警備、
プール管理、受付・窓口案内、機械警備
⑭診療報酬明細書内容点検業務
業務
①建築物清掃

工事・業務

⑬システム設計・開発、データ入力及び処理、システム保守・管理（例規集ｼｽﾃﾑの作成・
業務・物品
運用・管理）⑮その他（地方公共団体の地域政策に関する業務）
①建築物空気環境測定、建築物飲料水水質検査⑨産業廃棄物収集運搬、特別管理産業
廃棄物収集運搬⑫水質分析、土壌分析、ダイオキシン類測定、飲料水水質検査、温泉分 業務
析、臨床検査・検診業務
⑮その他業務・その他（医療材料等物品・物流管理）
業務・物品
⑨産業廃棄物処理（収集運搬・処分）⑩道路清掃⑩下水道管渠内清掃（清掃から収集・運
業務
搬まで）、下水道管渠内清掃（その他下水道管路内調査含む）⑮その他河川・道路維持

180

⑬システム設計・開発⑬データ入力及び処理⑬システム保守・管理⑮事務・OA機器保守
中央コンピューターサービス （ﾊｰﾄﾞ）⑮コンピューター機器及びソフトウェアの設定・設置・修理⑮コンピューターシステム
業務・物品
㈱
の許諾

285 中央ビルメンテナンス㈱

①建築物清掃①建築物飲料水貯水槽清掃④ボイラー作業運転⑦常駐警備⑦機械警備

㈱つうけんアドバンスシステ ⑬システム設計・開発、データ入力及び処理、システム保守・管理 ⑮事務・OA機器保守
（ﾊｰﾄﾞ）
ムズ
⑤通信設備保守⑥消防緊急通報システム設置・保守 ⑬データ入力及び処理
140 ㈱通電技術
59

150 都築テクノサービス㈱
420 都築電気㈱
193 ㈱帝国データバンク
203 ㈱テクノス北海道
344 テスコ㈱
385 ティーペック㈱
488 寺迫工業㈱
24 ㈱データホライゾン
1

㈱東洋食品

45 ㈱図書館流通センター
165 東芝エレベータ㈱
256 東和コンサルタント㈱
296 東洋ロードメンテナンス㈱
353 ㈱トラスト技研
389 東芝インフラシステムズ㈱
396 ㈱トーショウビルサービス
426 ㈱東洋アクアテック
442 東和Ｅ＆Ｃ㈱
445 ㈱東和
452 ㈱東京設計事務所
473 東テク北海道㈱
156 道央衛生㈱
379 道興建設㈱
427 ㈱道測テクニス
241 ナブコシステム㈱
㈱日本インシーク
370 ㈱アスコ大東
H31.4.1商号変更
4

㈱日本環境衛生研究所

93 日清医療食品㈱
127 日本カルミック㈱

152 日本衛生㈱

157 日本電気㈱

⑥消防緊急通報システム設置・保守⑮事務・OA機器保守(ﾊｰﾄﾞ)
⑬システム設計・開発、データ入力及び処理、システム保守・管理
⑫その他（企業誘致調査）
③浄化槽保守点検⑪下水道処理施設等の機械運転管理、廃棄物処理施設等の機械運
転管理⑫水質分析、土壌分析、ダイオキシン類測定、その他
①建築物環境衛生総合管理⑪上・下水道処理施設等の機械運転管理、廃棄物処理施設
等の機械運転管理⑮水道料金等のメーター検針及び料金徴収業務
⑮各種健康相談（小児・救急医療・介護相談等）、手配紹介業、メンタルヘルス事業、生活
習慣病に関するセミナー・相談・手配紹介⑫メンタルヘルス・ストレスに関する調査（ストレ
スチェック）、認知症に関する検査
③浄化槽清掃、浄化槽保守点検④ボイラー整備、冷暖房設備保守
⑬データ入力及び処理⑮その他
⑮その他（学校給食調理業務）

業務
業務・物品
設計・業務・物品
業務・物品
業務・物品
業務・物品
業務・物品
業務・物品
業務
（工事（市内））・
業務
業務・物品
業務

⑬書誌データ作成・資料デジタル化業務・図書館等電算化業務 ⑮図書整理業務・図書館
業務・物品
運営業務 ⑫図書館コンサルタント
⑧エレベーター保守
業務
⑫その他（雪たい積調査⑬システム設計・開発、データ入力及び処理

設計・業務

⑨産業廃棄物処理（収集運搬）⑩道路清掃⑩上・下水道管渠内清掃(清掃から収集・運搬
業務
まで)⑩上・下水道管渠内清掃(その他下水道管路内調査含む)
⑮埋蔵文化財関連業務（遺物実測、遺跡計測、台帳作成、空中写真撮影）
設計・業務・物品
⑤電気設備保守・通信設備保守、自家用電気工作物（高圧）の保守⑪上・下水道処理施
設等の機械運転・維持管理
⑤自家用電気工作物（高圧）
④機械設備保守
⑤音響映像保守点検業務⑮事務・OA機器保守
④ボイラー整備、冷暖房設備保守、機械設備保守

業務・物品
業務
業務
業務・物品
業務

⑫政策関連調査業務、統計分析業務⑬システム開発・保守、台帳システム等入力、システ
設計・業務
ム保守・管理
④ボイラー整備、空調設備保守、冷暖房施設保守、給排水衛生設備保守、機械設備保守
業務・物品
①建築物飲料水貯水槽清掃①建築物排水管清掃⑨産業廃棄物処理収集運搬⑩道路清
業務
掃⑩下水道管渠内清掃(清掃から収集運搬)⑩下水道管渠内清掃(管渠内カメラ調査等)
⑩下水道管渠内清掃（清掃から収集・運搬まで）、下水道管渠内清掃（その他下水道管路
業務
内調査含む）
⑮航空写真⑬システム設計・開発⑬データ入力及び処理⑬システム保守・管理
設計・業務・物品
⑧自動ドア保守

業務

⑩上・下水道管渠内清掃（その他下水道管渠内調査含む）⑫騒音・振動レベル⑬システム
設計・開発、データ入力及び処理、システム保守・管理
設計・業務
⑫水質検査委託業務、検便・食品検査委託業務
⑭給食調理業務
①建築物清掃①建築物飲料水貯水槽清掃①建築物ねずみこん虫等防除

業務
業務
業務・物品

①建築物空気環境測定、建築物空気環境測定、建築物飲料水水質検査、建築物飲料水
貯水槽清掃、建築物ねずみこん虫等防除、建築物排水管清掃②貯水槽清掃⑫水質分
析、土壌分析、その他（水道法34条簡易専用水道検査、室内化学物室濃度測定）⑮害虫 業務
等駆除
⑬システム設計・開発、システム保守・管理⑮事務・OA機器保守（ハード）
業務・物品

182 日本空調サービス㈱
191 ㈱ニットメンテナンス
202 ㈱日本経営情報システム
207 ㈱日水コン
229 ㈱日総
278 ㈱ニサカ
302 日本通運㈱

④ボイラー、空調、冷暖房設備、給排水衛生、機械設備保守⑫作業環境測定
⑮公園遊戯器具、児童遊器具の保守・維持管理業務
⑬システム開発・設計、システム保守・管理

業務
業務・物品
業務・物品

⑩下水道管渠内清掃（その他下水道管路内調査含む）⑪上・下水道処理施設等の機械運
設計・業務
転管理⑫土壌分析⑬システム設計・開発、データ入力及び処理、システム保守・管理
⑭医療施設の給食調理業務⑮福祉施設・学校・社員食堂等給食調理業務
業務
④その他保守点検(水泳ﾌﾟｰﾙ循環浄化装置保守点検業務)⑦体育施設の運営管理⑮人
材派遣（ﾌﾟｰﾙ運動指導員・ｽﾀｼﾞｵ運動指導員）、プール上屋シート取付及び取外
⑮一般貨物自動車運送事業⑨産業廃棄物処理⑨特別管理産業廃棄物処理

業務・物品
業務

㈱日本コンサルタントグルー ⑮その他 総合計画等各種計画策定支援及びそれに伴う調査業務等⑫その他（調査分
331
業務
析）
プ
⑭医事窓口業務（医療費の請求・点検等）⑮人材派遣、その他（保険者業務、特定健診計
356 ㈱ニチイ学館
業務・物品
画策定等）
⑫水質分析・土壌分析・ダイオキシン類測定⑫その他（都市計画・交通調査）
402 日本工営㈱
設計・業務
417 ㈱日本サーモエナー
447 ㈱日本防災技術センター
455 日本事務器㈱

④ボイラー整備点検、空調設備点検、冷暖房設備保守点検、機械設備保守点検
⑥消防用設備保守点検、消防緊急通報システム設置・保守
⑬システム設計・開発⑬データ入力及び処理⑬システム管理・保守

業務・物品
業務・物品
業務・物品

③浄化槽保守点検④水処理機器等設備保守⑪上・下水処理施設等維持管理（保守点検
業務・物品
含む）
⑫水質分析⑫土壌分析⑫騒音・振動レベル⑫漏水調査⑫その他⑬システム設計・開発⑬
471 日本データーサービス㈱
設計・業務・物品
データ入力及び処理⑬システム保守・管理
⑬データ入力及び処理⑮イベントの企画及び運営
479 ㈱ネイビーズ・クリエーション
業務
462 ㈱西原環境

81 ㈱ＨＡＲＰ
236 ㈱阪神マテリアル

322

95

375
474
79
259

⑬システム設計・開発、システム保守・管理
⑮火葬炉残骨灰処理

業務
業務

⑫その他（バイオマスエネルギー等再生可能エネルギー、有機農業、循環型農業の調査・
研究技術開発・コンサルティング事業）⑮その他（再生可能エネルギー事業化に関する研
バイオマスリサーチ㈱
設計・業務
究機関の事務管理及びサポート⑮その他（バイオガス等再生可能エネルギー施設の企
画・建設・運営に関する事業）
パナソニックＬＳエンジニアリ ④空調設備保守⑤電気設備保守・通信設備保守
ング㈱
パナソニックＥＳエンジニアリ
業務・物品
ング㈱
Ｒ1.7.1商号変更
⑤電気設備保守、通信設備保守⑬システム設計・開発、システム保守・管理
パナソニックシステムソ
業務・物品
リューションズジャパン㈱
⑬システム設計・開発、データ入力及び処理、システム保守・管理⑮事務・OA機器保守
㈱パスコ
設計・業務・物品
(ﾊｰﾄﾞ）
⑤通信設備の保守、光ケーブルの保守⑬情報システム等の開発・構築、情報システム等
東日本電信電話㈱
業務・物品
の運用・保守
④その他保守点検（昇降機保守）（防犯カメラ）
㈱日立ビルシステム
業務

291 ㈱ヒューネス

⑬システム設計・開発、データ入力及び処理、システム保守・管理

㈱日立ソリューションズ東日 ⑬システム設計・開発、システム保守・管理
336
本
①建築物環境衛生総合管理①建築物飲料水貯水槽清掃①建築物ねずみこん虫等防除
132 ㈱ビルテクノ
④ﾎﾞｲﾗｰ作業運転④ﾎﾞｲﾗｰ整備⑥消防用設備保守点検⑦常駐警備
①建築物飲料水水質検査⑫計量証明事業⑮臨床検査業務
261 ㈱ビー・エム・エル
404 ㈱美唄未来開発センター
400 ＰＦＵ北海道㈱
35 富士産業㈱

⑬システム設計・開発、システム保守・管理
⑬システム設計・開発、システム保守・管理、コンピュータ保守
⑭給食調理業務

設計・業務・物品
業務・物品
業務
業務
業務・物品
業務・物品
業務

富士通ソーシャルライフシス ⑮高齢者緊急通報システム装置一般業務委託⑦受付・窓口案内(高齢者緊急通報システ
業務・物品
ム）
テムズ㈱
①建築物清掃①建築物飲料水貯水槽清掃④ボイラー作業運転④地下タンク埋設配管定
148 ㈱フジファシリティー
業務
期点検
④火葬炉設備の保守点検⑮斎場管理・火葬業務
215 富士建設工業㈱
業務・物品
61

245 フジ地中情報㈱
252 富士通㈱

⑫漏水調査・管路診断・地中探査(埋設物・埋設管・空洞探査等）⑬システム設計・開発、
設計・業務
データ入力及び処理、システム保守⑮その他（水道料金徴収・検針業務）
⑤通信設備保守⑬システム設計・開発⑬データ入力及び処理⑬システム保守・管理⑮事
業務・物品
務・OA機器保守

300 ㈱富士通エフサス

⑬システム保守・管理

富士ゼロックスシステムサー ⑬データ入力及び処理⑮窓口業務委託
ビス㈱
⑤電気設備保守⑤通信設備保守⑬システム保守・管理
354 富士電機㈱
337

357 富士ゼロックス北海道㈱
358 ㈱フレックスジャパン
419 扶桑電通㈱
458 ㈱福田水文センター
466 富士通エフ・アイ・ピー㈱
472 フルテック㈱
476 フジテック㈱
23 北電総合設計㈱
38 北海航測㈱
48 北海道総合防災設備㈱
55 ㈱北海道朝日航洋
㈱北海道システムエンジニ
30
アリング
62 北海道地図㈱
64 北海道三菱電機販売㈱
82 北海道総合通信網㈱
85 北央道路工業㈱
91 北海道日興通信㈱

⑬ソフトウェア開発、ネットワークシステム構築⑮複写機・複合機等の保守・修理・点検
⑮その他（研修）
⑤通信設備保守⑬システム保守・管理

④分煙機器の保守・管理⑧自動ドアの保守・管理
⑧昇降機設備保守点検
⑫水質分析、土壌分析、騒音・振動レベル、ダイオキシン類測定⑬システム設計・開発、
データ入力及び処理
⑬システム改修⑬データ入力及び処理⑬システム保守・管理
⑥消防用設備保守点検
⑬システム設計・開発、データ入力及び処理、システム保守・管理
⑬システム保守・管理⑬システム設計・開発⑬データ入力及び処理
⑬システム設計・開発⑬データ入力及び処理 ⑬システム保守・管理
⑤電気設備保守
⑤光ケーブル保守⑮システム保守・管理
⑨産業廃棄物処理（収集運搬・処分）⑩道路清掃⑯除雪・排雪
⑬システム設計・開発

（一社）北海道総合研究調 ⑮自治体等の政策・事業等に関する調査研究及び企画立案
査会
㈱北海道二十一世紀総合研 ⑫調査業務（政策策定に係るアンケート調査、計画策定資料作成、市場調査、事業化可
129
能性調査等）⑮計画策定業務(障害者福祉、介護保険、農業、社会教育）
究所
①建築物清掃、建築物飲料水貯水槽清掃④ボイラー作業運転、ボイラー整備⑦常駐警
155 ㈱北斗
備、交通警備、駐車場整理
⑤電気設備保守、通信設備保守、光ケーブル保守点検⑮通信設備・電子機器業務
192 北海電子工業㈱
㈱北海道サニタリー・メンテ
ナンス
（一財）北海道薬剤師会公
219
衆衛生検査センター

業務・物品
業務・物品
業務・物品
業務
業務

⑫水質分析⑫土壌分析⑫騒音・振動レベル⑫その他（PCB分析）⑬システム設計・開発⑬
設計・業務
データ入力及び処理
⑬システム設計・開発、データ入力及び処理、システム保守・管理
業務・物品

115

218

業務・物品

⑪下水道処理施設の委託維持管理
①建築物飲料水水質検査⑫計量証明、水道法水質検査、温泉分析

業務・物品
業務
業務
設計・業務・物品
業務・物品
設計・業務・物品
業務・物品
設計・業務・物品
業務・物品
業務・物品
工事・業務・物品
業務・物品
業務
業務
業務
業務・物品
業務・物品
業務

⑤電気計装設備保守点検⑤電気通信設備保守点検⑤自家用電気工作物(高圧)保守点
230 北海道富士電機㈱
業務・物品
検⑬システム設計・開発⑬システム保守・管理
㈱北海道グリーンメンテナン ⑩道路清掃⑩上・下水道管渠内清掃(清掃から収集運搬まで)(その他下水道管路内調査
234
業務
含む)
ス
①建築物飲料水水質検査④機械設備保守⑫検査、分析業務（計量証明業）（作業環境測
242 北海道エア・ウォーター㈱
業務・物品
定）
⑤蓄電池・電源設備の保守・点検・整備
㈱北海道ジーエス・ユアサ
275
業務
サービス
⑨産業廃棄物⑪処理場等機械運転管理
279 ㈱北海道山有
業務・物品
311 ㈱ホクセツ

③浄化槽施設の保守点検⑪廃棄物処理施設等の機械運転管理

業務・物品

⑤通信設備保守、光ケーブル保守点検⑬システム設計・開発、データ入力及び処理、シス
業務・物品
テム保守・管理⑮事務・OA機器保守
⑩道路清掃⑩上・下水道管渠内清掃（清掃・収集・運搬）⑩上・下水道管渠内清掃（その
368 北海道ロードメンテナンス㈱
業務
他）
①建築物空気環境測定①建築物飲料水水質検査①建築物飲料水貯水槽清掃①建築物
435 ㈱ホクカン
業務
排水管清掃⑫水質分析・土壌分析
⑫水質分析⑫土壌分析
437 ㈱北炭ゼネラルサービス
業務
367 ㈱北海道日立システムズ

438 北海道映像記録㈱
453 （福）北海道光生舎

⑮映像制作⑮印刷物・展示・催事等の企画・制作
⑮寝具類賃貸借等(病院・施設等)、クリーニング業務(病院・施設等)、寝具等作業者派遣
（病院・施設他）

業務
業務

463 ホシザキ北海道㈱

④エアコン修理④業務用厨房機器点検・修理

北海道エコリサイクルシステ ⑨産業廃棄物（収集運搬・処分）
ムズ㈱
④舞台照明設備保守
89 ㈱松村電機製作所

469

業務・物品
業務・物品
業務・物品

⑫その他（市場・世論調査アンケート）⑬システム設計・開発⑬データ入力及び処理⑬シス
テム保守・管理⑭医療窓口業務（医療費の請求・点検等）⑮その他（マイクロフィルム作
450 ㈱マイクロフィッシュ
業務・物品
成）
三菱電機プラントエンジニア ④設備保守⑤電気設備保守、通信設備保守、光ケーブル保守点検、自家用電気工作物
33
業務・物品
（高圧）
リング㈱
三菱重工環境・化学エンジ ⑪廃棄物処理施設等の機械運転管理
268
業務・物品
ニアリング㈱
三菱電機ビルテクノサービス ④空調設備保守 ⑧エレベーター・エスカレーター保守
289
業務・物品
㈱
⑬システム設計・開発、システム保守・運用
335 三谷コンピュータ㈱
業務・物品
161 ㈱ムサシ
239 ㈱明電エンジニアリング
373 ㈱明電舎
288 モリミツ㈱
87 野外科学㈱
349 ㈱ヤマモト
381 八千代エンジニアリング㈱
101 ユニオンデーターシステム㈱
240 横浜金属商事㈱
407 ライラック興業㈱
418 リコージャパン㈱
366 ㈱ＬＥＯＣ
481 ㈱レアックス
454 ワタキューセイモア㈱

⑬システム設計・開発、データ入力・処理、システム保守・管理
⑤電気設備保守（自家用電気工作物（高圧）除く）⑤自家用電気工作物（高圧）
⑤電気・通信設備保守⑪処理場等機械運転管理（保守点検含む）
④空調設備保守
⑫水質分析、土壌分析、騒音・振動レベル、ダイオキシン類測定
⑮火葬炉残骨灰処理
⑫水質分析、土壌分析、騒音・振動レベル⑬システム設計・開発
⑬システム設計・開発、⑬データ入力及び処理⑬システム保守・管理
⑮その他（火葬炉残骨灰処理業務）
⑪処理場等機械運転管理④ボイラー作業運転・ボイラー整備・給排水衛生設備保守・機
械設備保守
⑬システム設計・開発、データ入力及び処理、システム保守・管理
⑭給食調理業務
⑫その他（アスベスト調査・分析）
①建築物清掃⑦常駐警備

業務・物品
業務・物品
業務・物品
業務・物品
設計・業務
業務
設計・業務
設計・業務・物品
業務
業務
業務・物品
業務
設計・業務
業務・物品

