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〇支出負担行為担当官 第八管区海上保安本部長 伊藤 裕康 （京都府舞鶴市字下福井901）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 26
11 ガスケット４枚ほか152点買入 １式 購入等 一般 30. 7.24 サノヤス造船
㈱ 大阪府大阪市西成区南津守５1317 25488000円 30. 5.22 最低価格 
25660000円
26 舞鶴海上保安部第三埠頭巡視船給電施設で使用する電気 予定数量892820kWh 購入
等 一般 30. 8.31 九電みらいエナジー㈱ 福岡県福岡市中央区渡辺通２４８ 
11143495円 30. 7. 5 最低価格 15955033円
26 境海上保安部船艇基地給電施設で使用する電気 予定数量852030kWh 購入等 一
般 30. 8.31 シナネン㈱ 東京都港区海岸１４22 11808096円 30. 7. 5 最
低価格 16584259円

〇支出負担行為担当官 第十管区海上保安本部長 遠山 純司 （鹿児島市東郡元町４１）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 46
２ Ａ重油10～３月分買入（鹿児島港） 予定数量6000ＫＬ 購入等 一般 
30. 9. 7 ㈲後藤石油 鹿児島市南林寺町30４ 97740円／Ｌ 30. 1.22 最低価格
97740円／Ｌ
２ 特内燃機油ほか９点買入（10～３月分鹿児島港） 予定数量 仕様書による 購入等
一般 30. 9. 7 南星石油㈱ 鹿児島市南林寺町18４ 12723480円 30. 2.16 
最低価格 12723804円
２ Ａ重油10～３月分買入（名瀬港） 予定数量900ＫＬ 購入等 一般 30. 9. 7
大島石油㈱ 鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町2419 108324円／Ｌ 30. 1.22 最低価格
108324円／Ｌ
２ 軽油（免税）10～３月分買入（名瀬港） 予定数量650ＫＬ 購入等 一般 
30. 9. 7 大島石油㈱ 鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町2419 109512円／Ｌ 30. 1.22
最低価格 109512円／Ｌ
２ 軽油（免税）10～３月分買入（牛深港） 予定数量150ＫＬ 購入等 一般 
30. 9. 7 中村石油㈱ 熊本県天草市牛深町2286 100440円／Ｌ 30. 1.22 最低価格
100980円／Ｌ

〇分任契約担当官 陸上自衛隊東北補給処 調達会計部長 日沖 和三 （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
６ トイレットペーパー 購入等 一般 30. 9.12 常盤洋紙㈱ 宮城県仙台市若林
区卸町２14６ 3439532円 30. 7.24 最低価格
６ ＰＰＣ用紙，複写機用 購入等 一般 30. 9.12 ㈱赤井沢 宮城県仙台市太白
区長町５３３ 13673993円 30. 7.24 最低価格
23 机，事務用，両そで，14×７ ほか17品目 購入等 一般 30. 9.12 ㈱東和商
会 宮城県仙台市若林区鶴代町１20 2670894円 30. 7.24 最低価格
23 いす，回転，ひじなし ほか２品目 購入等 一般 30. 9.12 ㈱渡辺太陽堂
宮城県亘理郡亘理町字五日町33 3067286円 30. 7.24 最低価格

〇分任契約担当官 分任支出負担行為担当官 陸上自衛隊九州補給処調達会計部長 山本 義隆
（佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野７１）
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 41
23 営内班用机他３品目 購入等 一般 30. 7.30 ㈱服巻商事 佐賀県神埼郡吉
野ヶ里町吉田2007 748440円 30. 6. 6 最低価格
７ 生地，カーテン，ポリエステル，スカイブルーほか１品目 購入等 一般 
30. 7.30 ㈱服巻商事 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田2007 21384円 30. 6. 6 最低価
格

16 電子レンジほか６品目 購入等 一般 30. 7.30 ㈱エディオン法人営業部中四
国支店 広島県広島市安佐北区落合南３２12 299160円 30. 6. 6 最低価格
16 ポリッシャー 購入等 一般 30. 7.30 ㈱服巻商事 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
吉田2007 70200円 30. 6. 6 最低価格
23 机，事務用，平，12×７他43品目 購入等 一般 30. 7.30 ㈱服巻商事 佐賀
県神埼郡吉野ヶ里町吉田2007 95540336円 30. 6. 6 最低価格
16 洗濯機，営舎用，全自動（７㎏）他17品目 購入等 一般 30. 7.30 ㈱エディ
オン法人営業部中四国支店 広島県広島市安佐北区落合南３２12 2856600円 30. 6. 6
最低価格

23 金庫１号 購入等 一般 30. 7.30 ユゲデンキ㈱ 福岡県飯塚市飯塚1121
2097900円 30. 6. 6 最低価格
16 ポリッシャー 購入等 一般 30. 7.30 ㈱服巻商事 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
吉田2007 210600円 30. 6. 6 最低価格
16 電気湯沸器，20Ｌ 購入等 一般 30. 7.30 ㈱服巻商事 佐賀県神埼郡吉野ヶ
里町吉田2007 544320円 30. 6. 6 最低価格
16 扇風機，40㎝，床上用 購入等 一般 30. 7.30 ユゲデンキ㈱ 福岡県飯塚市
飯塚1121 58860円 30. 6. 6 最低価格

〇分任支出負担行為担当官 防衛装備庁調達事業部調達総括官 内田 雄三 （東京都新宿区市谷本
村町５１）
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 13
22 ＡＥＤ50ＳＥ 購入等 一般 30. 8. 8 ㈱エディオン 広島県広島市中区紙屋
町２丁目１番18号 12398400円 30. 6.18 最低価格
22 歯科用デジタルＸ線撮影装置（パノラマ、デンタル）６ＳＥ 購入等 一般 
30. 8. 8 朝日レントゲン工業㈱ 京都府京都市南区久世築山町376番地の３ 23165946円
30. 6.18 最低価格
22 歯科用ユニットセット（コンプレッサー、バキューム付）５ＳＥ 購入等 一般 
30. 8. 8 ㈱ヨシダ 東京都台東区上野７丁目６番９号 13753800円 30. 6.18 最低
価格
22 自動視力計41ＥＡ 購入等 一般 30. 8. 8 ㈱イノメディックス 東京都文京
区小石川４丁目17番15号 18535608円 30. 6.18 最低価格
26 気象観測装置Ｊ／ＦＭＸ１用構成品５ＥＡ 購入等 随意 30. 9.12 明星電
気㈱ 群馬県伊勢崎市長沼町2223番地 10328040円 30. 6.18 ａ「不落」

〇支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 笠井 之彦 （東京都千代田区隼町４２）
◎調達機関番号 003 ◎所在地番号 13
16 電子速記タイプライター等 30式 購入等 一般 30. 8.14 双日エアロスペー
ス㈱ 東京都千代田区丸の内１８３ 30078000円 30. 6.19 最低価格
71、27 裁判所職員用ポータルサイトの最適化に関するコンサルティング業務一式 購入等
随意 30. 8.21 沖電気工業㈱ 東京都港区虎ノ門１７12 33372000円 

30. 5. 8 ａ「不落」 33739117円
14、71、27 最高裁判所基幹ファイアウォール等の賃貸借等（平成30年度設置分）一式 借
入 一般 30. 8.20 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス㈱ 東京都江東区枝川
１９６ 17029440円 30. 5.29 最低価格 23639699円
71、27 督促手続オンラインシステムの改修等 一式 購入等 一般 30. 8.27 
㈱日立社会情報サービス 東京都江東区東陽２４18 17820000円 30. 6. 6 最低価
格 18252000円
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