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67、29 平成30年度 電波発射源可視化装置の機能改修 購入等 随意 30. 8.27 
東芝インフラシステムズ㈱（神奈川県川崎市幸区堀川町7234） 128520000円 30. 7.17
ｄ「互換性」
14 ＬＡＮ複合機等の借入及び保守（地方支分部局等分） 借入 一般 30. 8.29 
リコージャパン㈱（東京都港区芝浦３４１） 390167506円 30. 6.29 総合評価
26 中央合同庁舎第２号館で使用する電力 購入等 一般 30. 8.30 丸紅新電力
㈱（東京都中央区日本橋２７１） 261841246円 30. 6.26 最低価格
14 法制執務業務支援システム（ｅＬＡＷＳ）の運用作業環境用機器・ソフトウェアの借入
借入 一般 30. 8.31 東京センチュリー㈱（東京都千代田区練塀町３） 

24982732円 30. 7. 4 最低価格
14 総務省共通基盤支援システム更改に伴う機器の借入 借入 一般 30. 8.31 東
京センチュリー㈱（東京都千代田区練塀町３） 133249060円 30. 7. 4 総合評価
71、27 電気通信行政情報システムの運用・保守業務の請負 購入等 一般 30. 8.31
日本電気㈱（東京都港区芝５７１） 209520000円 30. 6.25 総合評価
73 「地域の魅力発信！移住交流フェア（仮称）」に係る総合企画の実施の請負 購入等 
随意 30. 9. 3 ㈱電通東日本（東京都港区新橋４21３） 45000000円 30. 8.14
ｂ「排他的権利の保護」
28、15 中央合同庁舎第２号館テレビ共同受信設備４Ｋ・８Ｋ放送対応にかかる受信機器等設
置作業の請負 購入等 一般 30. 9. 4 アズビル㈱（東京都千代田区丸の内２７３）
25293600円 30. 7. 4 最低価格

15、28 遠隔方位測定設備センサ（遠隔方位測定設備センサ標準Ⅳ型ほか１設備）の第１期調
達 購入等 一般 30. 9. 5 三菱電機㈱（東京都千代田区丸の内２７３） 
601992000円 30. 7. 5 総合評価
71、27 調達ポータルにおける署名検証代行機能追加に係る請負 購入等 一般 
30. 9. 7 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ（東京都江東区豊洲３３３） 18577641円 
30. 7.11 最低価格
72 「平成30年通信利用動向調査」の調査票の調製等調査実施に係る事務及び集計に係る事務
の請負 購入等 一般 30. 9. 7 （一社）輿論科学協会（東京都渋谷区千駄ヶ谷４８
６） 46958400円 30. 7.12 最低価格
67、29 遠隔方位測定設備 可搬センサⅡ型の設置等に関する請負 購入等 随意 
30. 9.10 日本電気㈱（東京都港区芝５７１） 89100000円 30. 7.31 ｄ「互換
性」
71、27 オープンデータを推進する地方公共団体職員の人材育成等に関する実証の請負 購
入等 一般 30. 9.12 ㈱三菱総合研究所（東京都千代田区永田町２10３） 
250543800円 30. 7.18 総合評価
71、27 政治資金・政党助成関係申請・届出オンラインシステムの新元号対応に係る機能改修
の請負 購入等 随意 30. 9.12 富士通㈱（東京都港区東新橋１５２） 
27017280円 30. 8.23 ｄ「互換性」
14 総務省ＬＡＮ端末用ソフトウェアの借入 借入 一般 30. 9.14 日立キャピタ
ル㈱（東京都港区西新橋１３１） 469227168円 30. 7.19 最低価格
15、28 遠隔方位測定設備センサ（遠隔方位測定設備センサ標準Ⅳ型ほか１設備）の第２期調
達 購入等 一般 30. 9.19 日本電気㈱（東京都港区芝５７１） 621099360円
30. 7.17 総合評価
71、27 電子政府利用支援センターシステムの運用・保守等業務 購入等 一般 
30. 9.19 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ（東京都江東区豊洲３３３） 36917532円 
30. 7.18 最低価格

71、27 電子政府の総合窓口（ｅGov）システムに係る運用・保守の請負 購入等 一
般 30. 9.21 富士通㈱（東京都港区東新橋１５２） 282657600円 30. 7.18 
総合評価
71、27 法制執務業務支援システム（ｅＬＡＷＳ）の運用に係るヘルプデスク業務等の請負
購入等 一般 30. 9.21 アイビー・システム㈱（北海道札幌市中央区北３条西３１）
95904000円 30. 7.25 最低価格

71、27 ｅGovの次期更改に伴う設計・開発等 購入等 一般 30. 9.26 富士通
㈱（東京都港区東新橋１５２） 276580000円 30. 7.18 総合評価
71、27 総合無線局監理システム次期システムに係る共通フレームワークの設計・開発等の請
負（2018年度～） 購入等 一般 30. 9.26 日本アイ・ビー・エム㈱（東京都中央区日
本橋箱崎町1921） 741474000円 30. 7.20 総合評価
71、27 法制執務業務支援システム（ｅＬＡＷＳ）の運用管理の請負 購入等 一般
30. 9.26 富士通㈱（東京都港区東新橋１５２） 98172000円 30. 7.25 最低
価格
71、27 法制執務業務支援システム（ｅＬＡＷＳ）のアプリケーション保守等の請負 購
入等 一般 30. 9.27 富士通㈱（東京都港区東新橋１５２） 69120000円 
30. 7.25 最低価格
71、27 文書管理システムの運用・保守業務の請負 購入等 一般 30. 9.27 富士
通㈱（東京都港区東新橋１５２） 671760000円 30. 7.26 総合評価

〇支出負担行為担当官 札幌刑務所長 麓 学 （北海道札幌市東区東苗穂２１５１）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 01
５ 警備靴 2890足 購入等 一般 30. 9.20 ミドリ安全北海道株式会社（北海
道札幌市白石区中央１７７23） 10986624円 30. 8. 1 最低価格
１ うるち玄米 124500キログラム（単価契約） 購入等 一般 30.10. 3 株式
会社神明（兵庫県神戸市中央区栄町通６１21） 25547400円 30. 8.13 最低価格

〇支出負担行為担当官 月形刑務所長 中村 吉一 （北海道樺戸郡月形町1011番地）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 01
２ Ａ重油（大型ローリー配送）392000Ｌ 購入等 一般 30.10. 3 いわみざわ
農業協同組合（北海道岩見沢市２条西１１） 30693600円 30. 8.13 最低価格
２ Ａ重油（小型ローリー配送）17000Ｌ 購入等 一般 30.10. 3 株式会社ミウ
ラ商会（北海道美唄市進徳町１） 1432080円 30. 8.13 最低価格

〇支出負担行為担当官 名古屋刑務所長 景山 城佳 （愛知県みよし市ひばりヶ丘１１）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 23
１ うるち玄米 115020㎏ 購入等 一般 30. 9.25 株式会社ＹＴフーズ（埼玉
県三郷市高州４丁目17番地３） 21117672円 30. 8. 1 最低価格 27972864円

〇支出負担行為担当官 鳥取刑務所長 高田 昇 （鳥取市下味野719）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 31
15 鳥取刑務所構内多機能無線システム更新整備 一式 購入等 一般 30. 8.22 
扶桑電通株式会社鳥取営業所（鳥取県鳥取市富安２丁目159番地） 22442400円 30. 6.29
最低価格
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