

令和元年  月  日

水曜日

官

報

(号外政府調達第  号)

〇支出負担行為担当官 北陸農政局長 森澤 敏哉 （石川県金沢市広坂２２60）
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 17
41 加治川用水農業水利事業 松岡ため池堤体付帯工事 購入等 随意  1. 6.27 
大成建設㈱北信越支店 新潟県新潟市中央区八千代１４16 865975000円 ｂ「技術的理
由による競争の不存在」
〇支出負担行為担当官 経済産業省大臣官房会計課長 飯田 健太 （東京都千代田区霞が関１
３１）
◎調達機関番号 019 ◎所在地番号 13
71、27 経済産業省基盤情報システムサービス（クライアント基盤サービス海外出張用ノート
型ＰＣ追加）一式 購入等 随意 元. 6.10 株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内
３４１ 日本電気株式会社 東京都港区芝５７１ 64805378円 元. 5.20 ｄ「互
換性」
71、27 経済産業省基盤情報システムサービス（コミュニケーションサービスの機能追加等）
一式 購入等 随意 元. 6.26 株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３４１
日本電気株式会社 東京都港区芝５７１ 62538942円 元. 6. 6 ｄ「互換性」
71、27 職員情報ＤＢ及び勤怠管理システムの構築業務 一式 購入等 一般 
元. 6.12 株式会社リンクオフ 168300000円 31. 4. 5 総合評価
71、27 平成31年度経済産業省調査統計システムメンテナンス 一式 購入等 一般 
元. 6.25 日鉄ソリューションズ株式会社 9460000円 31. 3.25 最低価格
６ コピー用紙（再生紙）一式 購入等 一般 元. 7.17 富士ゼロックス株式会社
東京都港区六本木３１１ 45366186円 元. 5.15 最低価格

〇支出負担行為担当官

北海道開発局札幌開発建設部長

鈴木

亘

（札幌市中央区北２条西19丁

目）
◎調達機関番号
15、28

020

◎所在地番号

札幌開発建設部管内

務所）一式
19800000円

購入等

一般

 1. 5.31

〇支出負担行為担当官

01
超短波無線電話装置製造及び据付調整（豊平川ダム統合管理事

 1. 7.23

最低価格

佐鳥電機㈱

東京都港区芝１丁目14番10号



21373000円

北海道開発局室蘭開発建設部長

米津

仁司

（北海道室蘭市入江町１番地

14）
◎調達機関番号
14

020

◎所在地番号

室蘭開発建設部管内

 1. 7.17
低価格

㈱岩崎

01

海象観測監視表示装置外購入及び据付

札幌市中央区北４条東２丁目１番地

一式

購入等

43912800円

一般

 1. 5.21

最

44193600円

〇支出負担行為担当官

北海道開発局網走開発建設部長

村上

昌仁

（北海道網走市新町２丁目６

番１号）
◎調達機関番号
14
業㈱

020

◎所在地番号

01

テレメータ装置製造及び据付調整

一式

北 海 道 網 走 市 駒 場 南 ７ 丁 目 ５ 番 11 号

購入等

一般

56700000 円

 1. 7.18

31. 4.26

山本電子工

最 低 価 格



56786400円

〇支出負担行為担当官 北海道開発局留萌開発建設部長 船木 淳悟 （北海道留萌市寿町１丁目）
〇支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房官庁営繕部長 住田 浩典 （東京都千代田区霞が関
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
２１２）
14 複写機２台・複合機８台借入及び保守 一式 借入 一般  1. 7.17 ㈱栄進堂
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
北海道留萌市栄町２丁目５番28号 156158604円  1. 5.22 最低価格 159176178円
71、27 ＢＩＭ及び情報共有システム環境整備業務 一式 購入等 一般  1. 7.30
株式会社大塚商会 東京都千代田区飯田橋２18４ 17786088円  1. 6. 6 最低価
〇支出負担行為担当官 大阪航空局長 梅野 修一 （大阪府大阪市中央区大手前４１76）
格 19213200円
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
〇支出負担行為担当官 国土交通省航空局長 和田 浩一 （東京都千代田区霞が関２１３）
15 50Ｓ50ケーブル（４ＹＢ60342165Ｐ200）36本外53点購入 購入等 一般 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
元. 7.17 沖電気工業株式会社 東京都港区芝浦４1016 46200000円 元. 5.27 
27、71 平成31年度国際航空交通情報通信システム（ＡＭＨＳ）調整作業 購入等 一般
最低価格 54485447円
 1. 7. 2 ㈱日本電気 東京都港区芝５７１ 27500000円  1. 6. 3 最低価
17 空港用救難照明車１台の製造（広島空港向け） 購入等 一般 元. 7.19 新明
格 29575575円
和工業株式会社 兵庫県宝塚市新明和町１１ 57880900円 元. 5.23 最低価格 
27、71 令和元年度ドローン情報基盤システム性能向上（その２） 購入等 随意 
58205008円
1. 8. 5 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲３３３ 124080000円
 1. 6.18 ｂ「排他的権利の保護」 最低価格 136839384円
〇支出負担行為担当官 中部地方整備局副局長 元野 一生 （名古屋市中区丸の内２１36）
27、71 ドローン探知システム賃貸借及び設置等作業 購入等 随意  1. 7.30 シ
マ ヅ プ レ シ ジ ョ ン イ ン ス ツ ル メ ン ツ イ ン ク 日 本 支 店 東 京 都 千 代 田 区 神 田 錦 町 １  ３  ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 23
２ Ａ重油８月分 予定数量 160ＫＬ 購入等 一般  1. 7.22 愛知県漁業協同
75488600円  1. 7.10 ｂ「排他的権利の保護」 最低価格 75488793円
組合連合会 名古屋市中区丸の内３４31 70416円 31. 1.25 最低価格 90180円
14、71、27 飛行情報管理処理システム（ＦＡＣＥ）性能向上、機器一式の製造及び調整 
２ 軽油８月分 予定数量 19ＫＬ 購入等 随意  1. 7.22 ㈱石田石油店 名古
購入等 一般  1. 7.23 日本電気㈱ 東京都港区芝５７１ 1265000000円 
屋市港区千鳥２９33 109080円 31. 1.25 ａ「不落」 最低価格 109512円
1. 5.28 総合評価 1360458321円

