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17 待機支援車（４床式）１台 購入等 一般 30. 5.31 英和㈱ 大阪市西区北堀
江４丁目１番７号 14682710円 30. 3.27 最低価格 14852909円
17 草刈機（大型遠隔操縦式）１台 購入等 一般 30. 5.31 ㈱北海道クボタ 札
幌市西区西町北16丁目１番１号 16956000円 30. 3.27 最低価格 16999200円
17 排水ポンプ設置支援ユニット１台 購入等 一般 30. 5.31 環境開発工業㈱
札幌市東区東雁来３条１丁目２番10号 20498400円 30. 3.27 最低価格 20998440円

〇支出負担行為担当官 北海道開発局札幌開発建設部長 宮島 滋近 （札幌市中央区北２条西19丁
目）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
41 新千歳空港 誘導路アンダーパス外工事 購入等 一般 30. 5.31 新千歳空港
誘導路アンダーパス外工事大成・伊藤・菱中特定建設工事共同企業体 代表者 大成建設㈱ 東京
都新宿区西新宿１丁目25番１号 1722578400円 30. 1.31 総合評価 1909018800円

〇支出負担行為担当官 東北地方整備局長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区本町３３１）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 04
41 成瀬ダム堤体打設工事（第１期） 購入等 一般 30. 4.24 鹿島・前田・竹中
土木特定建設工事共同企業体 代表者鹿島建設㈱ 東京都港区元赤坂１３１ 
44820000000円 30. 1.10 総合評価 49749789600円
41 成瀬ダム原石山採取工事（第１期） 購入等 一般 30. 4.24 大成・佐藤・岩
田地崎特定建設工事共同企業体 代表者大成建設㈱ 東京都新宿区西新宿１25１ 
20660400000円 30. 1.10 総合評価 22772664000円

〇支出負担行為担当官 東北地方整備局長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区本町３３１）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 04
２ 中和処理材購入単価契約 購入等 一般 30. 6. 1 日栄薬品興業㈱ 東京都千
代田区神田司町２２ 100677600円 30. 4. 2 最低価格

〇支出負担行為担当官 関東地方整備局長 泊 宏 （埼玉県さいたま市中央区新都心２１）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
41 西湘バイパス災害復旧工事 購入等 一般 30. 5.29 飛島建設㈱ 首都圏土木
支店 東京都港区港南一丁目８番15号 1907053200円 30. 2.23 総合評価 
2118841200円

〇支出負担行為担当官 関東地方整備局副局長 髙田 昌行 （横浜市中区北仲通５57）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 14
41 横浜港南本牧地区岸壁（－18ｍ）（耐震）上部等工事 １式 購入等 一般 
30. 5.30 若築建設株式会社横浜支店 横浜市中区尾上町１６ 2445120000円 
30. 3. 2 総合評価 2708082612円
16 東京湾中央航路用監視カメラ更新 １式 購入等 一般 30. 5.31 ＮＥＣネッ
ツエスアイ株式会社 東京都文京区後楽２６１ 101304000円 30. 3.27 最低価格
104566049円

〇支出負担行為担当官 北陸地方整備局長 小俣 篤 （新潟県新潟市中央区美咲町１丁目１番１
号）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15
14 平成30年度 黒部管内テレメータ装置一式製造 購入等 一般 30. 6. 5 日本
エレクトロニクス・サービス株式会社 富山県富山市五福末広町1033 44500000円 
30. 4.11 最低価格 45930000円

14 平成30・31年度 松本砂防管内テレメータ装置一式製造 購入等 一般 30. 6. 5
エフコム株式会社 長野県長野市中御所４１４ 68000000円 30. 4.11 最低価

格 72660000円
14 平成30年度 北陸地方整備局大型表示装置一式製造 購入等 一般 30. 6.12 
株式会社菱電社 新潟県新潟市西区小新3699番地１ 67000000円 30. 4.19 最低価格
71400000円

〇分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 国営越後丘陵公園事務所長 向田 満 （新潟県長
岡市宮本東方町字三ツ又1950番地１）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15
26 平成30年度国営越後丘陵公園で使用する電気契約 契約電力 健康ゾーン369kW 里山
フィールドミュージアム73kW 年間使用予定電力量 健康ゾーン1551000kWh 里山フィールド
ミュージアム121200kWh 購入等 一般 30. 6.13 サミットエナジー㈱ 東京都千代
田区内神田２３４ 27593148円 30. 4.13 最低価格 32957595円

〇支出負担行為担当官 中部地方整備局長 塚原 浩一 （愛知県名古屋市中区三の丸２丁目５番１
号）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 23
71、27 道路占用システムのデータセンターサービス提供業務 購入等 一般 
30. 5.30 株式会社インターネットイニシアティブ 東京都千代田区富士見２10２ 
538056000円 30. 3. 7 総合評価 559076580円

〇支出負担行為担当官 中国地方整備局長 川﨑 茂信 （広島県広島市中区上八丁堀６30）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 34
17 除雪トラック（ＶＰ、標識装置付）交換購入 ２台 購入等 一般 30. 5.24 
岩崎工業株式会社 福井県福井市文京１丁目37番６号 79685320円 30. 3.12 最低価格
80171104円
17 小型除雪車（15ｍ級）交換購入 １台 購入等 一般 30. 5.24 株式会社Ｎ
ＩＣＨＩＪＯ 北海道札幌市手稲区曙五条５丁目１番10号 25066690円 30. 3.12 最低
価格 28058830円
17 凍結防止剤散布車（乾式、４ｔ級、４×４）購入 １台 購入等 一般 30. 5.24
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 22365210円

30. 3.12 最低価格 22691989円
17 ロータリ除雪車（22ｍ級）購入 １台 購入等 一般 30. 5.24 株式会社Ｎ
ＩＣＨＩＪＯ 北海道札幌市手稲区曙五条５丁目１番10号 43102690円 30. 3.12 最低
価格 48138190円
17 パトロールカー（４×４）交換購入 ７台 購入等 一般 30. 5.31 日産プリ
ンス広島販売株式会社 広島県広島市西区南観音町９番27号 35523559円 30. 3.19 最
低価格 36865721円
17 照明車（13×６灯、10ｍ級）交換購入 ３台 購入等 一般 30. 5.31 英
和株式会社 大阪府大阪市西区北堀江４丁目１番７号 101997210円 30. 3.19 最低価格
102143370円
17 標識車（大型ＬＥＤ、追突緩衝装置付）交換購入 ２台 購入等 一般 30. 5.31
森尾電機株式会社 東京都葛飾区立石４丁目34番１号 23134594円 30. 3.19 最低

価格 28496363円
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