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〇支出負担行為担当官 北陸農政局長 奥田 透 （石川県金沢市広坂２２60）
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 17
６ 平成31年度再生ＰＰＣ用紙の購入（単価契約）（共同調達）一式 購入等 一般 
31. 3. 6 ㈱政浦 石川県七尾市古府町へ部37番地 46856847円 31. 1.10 最低価格

〇支出負担行為担当官 林野庁長官 牧元 幸司 （東京都千代田区霞が関１２１）
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 13
71、27 空中写真ネガフィルム・デジタルデータ保管・管理等業務 一式 購入等 一般
31. 4. 1 グリーン航業株式会社 東京都千代田区二番町５番地５ 36072000円 

31. 2. 8 最低価格

〇支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房官庁営繕部長 住田 浩典 （東京都千代田区霞が関
２１２）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
71、27 平成31年度 官庁施設情報管理システム運用・保守等及びハードウェア賃貸借業務
一式 借入 一般 31. 4. 1 クボタシステムズ株式会社 東京都台東区北上野１10
14 129600000円 31. 1.24 総合評価 131544000円

〇支出負担行為担当官 国土技術政策総合研究所副所長 諸星 一信 （神奈川県横須賀市長瀬３
１１）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 14
71、27 港湾情報処理システム等の機能提供業務 一式 購入等 一般 31. 4. 1 
日本電気株式会社神奈川支社 神奈川県横浜市西区みなとみらい２３５ 437400000円 
31. 1.11 最低価格
71、27 港湾施工管理システム機能提供業務 一式 購入等 一般 31. 4. 1 株式
会社日立製作所水・環境営業統括本部社会システム営業本部営業第一部 東京都豊島区東池袋４
５２ 255960000円 31. 1.11 最低価格

〇支出負担行為担当官 北海道開発局開発監理部長 佐藤 肇 （札幌市北区北８条西２丁目）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
78 北海道開発局研修センター 庁舎維持管理業務 一式 購入等 一般 31. 4. 1
㈱クリーンコーポレーション 札幌市中央区南22条西６丁目２番25号エムズ南22条第３ビル 
24040800円 30.12.21 最低価格
71、27 北海道開発局行政情報システム運用管理支援業務 一式 購入等 一般 
31. 4. 1 東芝デジタルソリューションズ㈱ 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 
230688000円 31. 1.11 総合評価
71、27 平成31年度道路占用システム運営保守等業務 一式 購入等 一般 31. 4. 1
㈱エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲３丁目３番３号 59508000円 

31. 1.15 最低価格
71、27 技術管理関係システム運用支援業務 一式 購入等 一般 31. 4. 1 東芝
デジタルソリューションズ㈱ 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 16329600円 31. 1.18
最低価格

71、27 平成31年度積算システム運用管理業務 一式 購入等 一般 31. 4. 1 一
般財団法人日本建設情報総合センター 東京都港区赤坂７丁目10番20号 126932400円 
31. 1.28 総合評価 127828800円
15、29 情報通信システム保守点検 一式 購入等 一般 31. 4. 1 ㈱通電技術
札幌市白石区平和通２丁目北11番20号 19612800円 31. 1. 9 最低価格 19969200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 鈴木 亘 （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
15、29 札幌開発建設部管内 多重無線設備保守点検 一式 購入等 一般 31. 4. 1
電通設備㈱ 札幌市中央区南14条西11１８ 37476000円 31. 1.25 最低価格

38685600円
15、29 札幌開発建設部管内 ネットワーク保守点検 一式 購入等 一般 31. 4. 1
㈱通電技術 札幌市白石区平和通２北1120 53676000円 31. 1.25 最低価格

54691200円
５ 維持除雪機械用外タイヤ購入（単価契約）一式 購入等 一般 31. 4. 1 東日
本自動車タイヤ㈱ 札幌市清田区真栄１条１丁目１23 20407464円 31. 2. 1 最低価
格 23842404円

〇支出負担行為担当官 北海道開発局函館開発建設部長 樺澤 孝人 （北海道函館市大川町１番27
号）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
15、29 函館開発建設部管内 多重無線通信回線用装置外保守点検 購入等 一般 
31. 4. 1 電通設備㈱ 札幌市中央区南14条西11丁目１番８号 46440000円 31. 1.22
最低価格 47952000円
15、29 函館開発建設部管内 情報通信システム用装置保守点検 購入等 一般 
31. 4. 1 千翔エンジニアリング㈱ 札幌市東区北23条東10丁目１番７号 30996000円 
31. 1.22 最低価格 31147200円
15、29 函館開発建設部管内 道路情報表示システム外保守点検 購入等 一般 
31. 4. 1 ヱル電㈱ 札幌市東区北33条東18丁目３番15号 43524000円 31. 1.22 最
低価格 44550000円

〇支出負担行為担当官 北海道開発局小樽開発建設部長 渡邊 政義 （北海道小樽市潮見台１丁目
15番５号）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
78 庁舎設備保守等業務 一式 購入等 一般 31. 4. 1 ㈱ほっきょう 札幌市中
央区北４条西６丁目１番地３ 21276000円 31. 1.11 最低価格 26722614円
15、29 小樽開発建設部管内 超短波無線電話装置外保守点検 一式 購入等 一般 
31. 4. 1 ㈱通電技術 札幌市白石区平和通２丁目北11番20号 20908800円 31. 1.11
最低価格 21762000円
15、29 小樽開発建設部管内 道路情報表示装置外保守点検 一式 購入等 一般 
31. 4. 1 ヱル電㈱ 札幌市東区北33条東18丁目３番15号 42120000円 31. 1.11 最
低価格 42573600円
15、29 小樽開発建設部管内 多重無線回線装置外保守点検 一式 購入等 一般 
31. 4. 1 電通設備㈱ 札幌市中央区南14条西11丁目１番８号 15012000円 31. 1.11
最低価格 15411600円
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