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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
14 港湾行政情報システム更新及び賃貸借 １式 購入等 一般 30. 6.14 株式会
社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３４１ 53804520円 30. 4.10 最低価格 
57750840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 平成30年度 中部地方整備局行政情報サーバ機器賃貸借 購入等 一般 
30. 6.22 株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号 1584360000円 
30. 4.16 総合評価 1645401600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）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 23
２ Ａ重油７月分 予定数量 168ＫＬ 購入等 一般 30. 6.20 愛知県漁業協同
組合連合会 名古屋市中区丸の内３４31 75168円 30. 1.26 最低価格 93960円
２ 軽油７月分 予定数量 27ＫＬ 購入等 一般 30. 6.20 伊勢湾石油㈱ 名古
屋市港区港楽１２３ 111240円 30. 1.26 最低価格 117072円

〇支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 池田 豊人 （大阪府大阪市中央区大手前１丁目５番44
号大阪合同庁舎第１号館）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
17 凍結防止剤散布車４台交換購入 購入等 一般 30. 5.14 範多機械㈱ 大阪府
大阪市西淀川区竹島５丁目６番34号 85850840円 30. 3. 5 最低価格 86725600円
17 対策本部車１台交換購入 購入等 一般 30. 5.14 英和㈱ 大阪府大阪市西区
北堀江４丁目１番７号 51551200円 30. 3. 5 最低価格 52131052円
19 ヘリコプター１式購入 購入等 一般 30. 6.12 三井物産エアロスペース㈱
東京都港区芝公園２丁目４番１号 2478600000円 30. 4.10 最低価格 2780832271
円
14 Ｘバンドレーダ合成処理装置製造及び据付調整１式 購入等 一般 30. 6. 5 
日本無線㈱関西支社 大阪府大阪市北区梅田三丁目４番５号 45360000円 30. 3.27 最
低価格 46224000円
14 洪水予測基幹システムサーバ製造及び据付調整１式 購入等 一般 30. 6. 5 
富士通ネットワークソリューションズ㈱関西支店 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目５番16号 
17172000円 30. 3.27 最低価格 26222400円
14 統一河川情報システム製造及び据付調整１式 購入等 随意 30. 6. 6 富士通
㈱関西支社 大阪府大阪市中央区城見２丁目２番６号 87480000円 30. 5.14 ｂ「排他
的権利の保護」 89326800円
71、27 道路巡回支援システムサーバ一式賃貸借 借入 一般 30. 4.10 ㈱ＪＥＣ
Ｃ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 777600円 30. 2. 6 最低価格 783324円

〇支出負担行為担当官 四国地方整備局長 平井 秀輝 （香川県高松市サンポート３33）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 37
17 排水ポンプ車（30m３／min級）交換購入 １台 購入等 一般 30. 6.14 ク
ボタ機工㈱四国営業所 高松市亀井町２１ 35201207円 30. 4.12 最低価格 
49051300円

17 トンネル清掃車（ブラシ式）交換購入 １台 購入等 一般 30. 6.14 兼松エ
ンジニアリング㈱ 高知市布師田3981７ 53721110円 30. 4.12 最低価格 
54892910円
15、28 平成30年度 土佐局外多重無線設備製造 一式 購入等 一般 30. 6.21 
東芝インフラシステムズ㈱ 四国支社 高松市寿町２２７ 92340000円 30. 4.19 
総合評価 140216400円

〇支出負担行為担当官 九州地方整備局副局長 村岡 猛 （福岡市博多区博多駅東２10７）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 40
41 平成30年度福岡空港誘導路（Ａ７）改良工事 購入等 一般 30. 6. 7 ㈱ガイ
アート九州支店 福岡市中央区渡辺通３６15 900720000円 30. 3. 9 総合評価 
991159978円

〇支出負担行為担当官 気象庁総務部長 後藤 浩平 （東京都千代田区大手町１３４）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
71、27 台風５日強度予報プロダクト追加等に係わる天気図解析システム業務処理ソフトウェ
ア改修 １式 購入等 随意 30. 6.14 三菱スペース・ソフトウエア株式会社 茨城県
つくば市竹園１６１ 34884000円 30. 5.24 ｄ「互換性」
71、27 台風５日強度予報プロダクト追加等に係わる予報作業支援システム業務処理ソフト
ウェア改修 １式 購入等 随意 30. 6.14 沖電気工業株式会社 東京都港区芝浦４
1016 95917770円 30. 5.24 ｄ「互換性」
71、27 気象庁ホームページ表示機能改修 １式 購入等 随意 30. 6.22 株式会
社日立製作所 東京都品川区南大井６23１ 102600000円 30. 6. 1 ｄ「互換性」
24 遠望観測装置の製作及び取付調整 １式 購入等 一般 30. 6.20 株式会社Ｎ
ＴＴドコモ 東京都港区赤坂１８１ 536544000円 30. 4.27 最低価格
24 地上気象観測用視程計他の購入及び取付調整 38式 購入等 一般 30. 6.22 
三興通商株式会社 東京都港区浜松町２７１ 32205600円 30. 5. 1 最低価格
２ Ａ重油購入（啓風丸分）３回目 180ＫＬ 購入等 一般 30. 6.21 日通商事
株式会社東京支店 東京都港区海岸１1422 13304736円 30. 2.22 最低価格 
13899600円
２ Ａ重油購入（凌風丸分）３回目 80ＫＬ 購入等 一般 30. 6.22 道南石油株
式会社 北海道函館市大町９20 6264000円 30. 2.22 最低価格 6350400円
２ 軽油の購入 500ＫＬ 購入等 随意 30. 6.15 リーフエナジー株式会社 東
京都港区三田３４10 85236420円 30. 5. 2 ｂ「排他的権利の保護」 85506420
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
台１５70）
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 13
３ ４価髄膜炎菌ワクチン（ジフテリアトキソイド結合体）（05mL、１バイアル）550個 
購入等 一般 30. 6.11 全国ワクチン株式会社 東京都新宿区大久保２丁目９番12号 
18300円（単価） 30. 4.20 最低価格

〇契約担当官 海上自衛隊呉地方総監部経理部長 鈴木 将治 （広島県呉市幸町８番１号）
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 34
３ 純ヘリウムガス 外２件 購入等 一般 30. 6.14 ㈱エア・ガシズ広島広島営
業所 広島県広島市中区南吉島１２３ 21600000円 30. 4.20 最低価格
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