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〇支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 井上 智夫 （大阪府大阪市中央区大手前１５44
大阪合同庁舎第１号館）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
41 新宮紀宝道路熊野川河口大橋Ｐ１Ｐ３上部工事 購入等 一般  1. 7.16 大
成建設㈱関西支店 大阪市中央区南船場一丁目14番10号 3474900000円 31. 3.12 総合
評価 3536896000円

〇支出負担行為担当官 海上保安大学校長 下野 浩司 （広島県呉市若葉町５１）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 34
14 学内情報処理システム借入保守一式 借入 一般 01. 6.10 ㈱ハイエレコン
広島県広島市西区草津新町１2135 69476400円 31. 4.19 最低価格 70175926円
２ Ａ重油（国外）予定数量190ＭＴ買入 購入等 一般 01. 7. 9 伊藤忠エネク
ス㈱ 東京都千代田区霞ヶ関３２５ 12498200円 31. 2.21 最低価格

〇支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 井上 智夫 （大阪市中央区大手前一丁目５番44号）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
６ コピー用紙購入（単価契約） 購入等 一般  1. 7.16 ㈱大塚商会ＬＡ関西営
業部 大阪市福島区福島６丁目14番１号 29323553円  1. 5.14 最低価格 30212145
円

〇支出負担行為担当官 第七管区海上保安本部長 鹿庭 義久 （福岡県北九州市門司区西海岸１
３10）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 40
15 通信受信機ほか４点買入 購入 一般  1. 7.29 日本無線株式会社九州支社
福岡県福岡市博多区綱場町４１ 23220000円  1. 6. 5 最低価格 23310000円

〇支出負担行為担当官 中国地方整備局長 水谷
誠 （広島県広島市中区上八丁堀６番30号）
〇支出負担行為担当官 福島地方環境事務所長 室石 泰弘 （福島県福島市栄町1125 ＡＸＣビ
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 34
ル６階）
17 除雪ドーザ（５ｔ級、ＡＰ、マルチカプラバケット付）購入 購入等 一般  ◎調達機関番号 021 ◎所在地番号 07
1. 7.17 宝物産株式会社 広島県広島市西区商工センター５丁目３番２号 18490380円
41 平成31年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（その２） 
 1. 5.22 最低価格 20649680円
購入等 一般  1. 6.28 斎藤運輸工業株式会社 福島県相馬郡飯舘村臼石字町96番地２
566500000円 31. 4.19 総合評価
17 除雪ドーザ（11ｔ級、ＡＰ、マルチカプラバケット付）購入 購入等 一般 
1. 7.17 コマツカスタマーサポート株式会社 東京都港区白金１丁目17番３号 120505000
〇支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 伊藤 隆行 （東京都港区
円  1. 5.22 最低価格 177614968円
六本木一丁目９番９号）
17 除雪ドーザ（14ｔ級、ＡＰ、マルチカプラバケット付）購入 購入等 一般 
1. 7.17 コマツカスタマーサポート株式会社 東京都港区白金１丁目17番３号 20350000 ◎調達機関番号 021 ◎所在地番号 13
円  1. 5.22 最低価格 23394490円
71、27 平成31年度から平成35年度原子力規制委員会情報管理共通基盤の整備に係る構築及び
14 中国地方整備局経路情報中央処理装置製造 購入等 一般  1. 7.17 株式会社
運用・保守業務 一式 購入等 随意  1. 7. 5 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
ソ ル コ ム 広 島 市 中 区 南 千 田東町２番32号 273460000円  1. 5.24 最低価格 
（東 京 都 江 東 区 豊 洲 三 丁 目 ３ 番 地 ３ 号）  711720000 円  31. 4. 2  ａ 「不 落」 
285681000円
719869913円
71、27 中国地方整備局情報システム運用管理業務 購入等 一般  1. 7.31 東芝
デジタルソリューションズ株式会社 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 488400000円  〇分任支出負担行為担当官 陸上自衛隊補給統制本部調達会計部長 永野
格 （東京都北区十条
1. 5.24 総合評価 490039000円
台１５70）
14 中国地方整備局道路情報表示処理装置製造 購入等 一般  1. 8. 1 株式会社 ◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 13
芝 通 広 島 県 広 島 市 中 区 河 原 町 10 番 ５ 号 186780000 円  1. 5.31 最 低 価 格 
３ 歯科鋳造用金銀パラジウム合金 450ＥＡ 購入等 一般 01. 7.30 ケーオー
267619000円
デンタル株式会社 城北営業所 東京都板橋区志村３2018 22995000円 01. 6.10 
最低価格
〇支出負担行為担当官 九州地方整備局副局長 稲田 雅裕 （福岡市博多区博多駅東２10７）
３ 神経剤用注，自動注射キット，一体型 5760ＥＡ 自動注射器，訓練用キット，一体型
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 40
400ＥＡ 購入等 随意契約 01. 7.26 双日エアロスペース株式会社 東京都千代田
77 令和元年度自動係留装置外２点修理工事 １式 購入等 一般 元. 7.24 ジャ
区丸の内１８３ 94608000円 01. 6. 3 ｂ「排他的権利の保護」
パンマリンユナイテッド㈱ 横浜市西区みなとみらい４４２ 30030000円 元. 5.29
〇分任支出負担行為担当官 分任契約担当官 陸上自衛隊東北補給処 調達会計部長 日沖 和三
最低価格 38024252円
（宮城県仙台市宮城野区南目館１１）
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 04
〇支出負担行為担当官 東京管区気象台長 眞鍋 輝子 （東京都清瀬市中清戸３235）
14 ＥＴカートリッジほか50品目 購入等 一般  1. 6.18 日興通信㈱ 東京都世
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
田谷区桜丘１２22 13965円（代表品目単価） 31. 4.24 最低価格
16 東京管区気象台 バッテリー及びバッテリー充電器整備 一式 購入等 一般 
14 ＥＴカートリッジほか196品目 購入等 一般  1. 6.18 ㈱セント 宮城県仙
元. 7.12 株式会社サンコーシヤ 東京都品川区大崎４３８ 6588000円 元. 6.17
台市青葉区北根４２20 6964円（代表品目単価） 31. 4.24 最低価格
最低価格 16286400円

