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〇支出負担行為担当官 関東森林管理局長 齋藤 伸郎 （群馬県前橋市岩神町４1625）
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 10
26 プリンタートナー等の購入 一式（単価契約） 購入等 一般 31. 4.17 ㈱オ
オタヤ 群馬県前橋市問屋町１10７ 31558777円 31. 2.21 最低価格

〇支出負担行為担当官 水産庁長官 長谷 成人 （東京都千代田区霞が関１２１）
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 13
14、71、27 船舶航跡システム（ＶＭＡＣ）に係る船舶用端末等の設置及び保守・運用業務
一式 購入等 一般 31. 3.15 ㈱キュービック・アイ 東京都品川区西五反田２15
９ 284361822円 31. 1.21 最低価格

〇支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房会計課長 市川 篤志 （東京都千代田区霞が関２
１３）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
71、27 国土交通本省行政情報ネットワークシステムのクライアントＰＣ及びサーバの更改に
かかる設計、構築、賃貸借、運用及び保守 一式 購入等 一般 31. 4.12 日鉄ソリュー
ションズ株式会社 東京都中央区新川２2015 2255040000円 30.12.26 総合評価
2630533142円

〇支出負担行為担当官 国土交通省自動車局長 奥田 哲也 （東京都千代田区霞が関２１３）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
71、27 自動車登録検査業務電子情報処理システム等の業務改善（地域名表示の追加に係るシ
ステム改修等） 一式 購入等 一般 31. 4.25 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３３３ 72682500円 31. 3. 6 最低価格 73790942円

〇支出負担行為担当官 国土交通省航空局長 蝦名 邦晴 （東京都千代田区霞が関２１３）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
２ 航空タービン燃料油の購入（那覇空港） 購入等 一般 31. 4. 1 ㈱沖航燃
沖罠県那覇市字鏡水401 12664350円 31. 1.30 最低価格 13275387円
２ 航空タービン燃料油の購入（宮古空港） 購入等 一般 31. 4. 1 ㈱ＥＮＥＯ
Ｓサンエナジー 東京都港区東新橋１５２ 19157164円 31. 1.30 最低価格 
19510324円
27、71 平成31年度飛行情報管理処理システム（ＦＡＣＥ）調整作業 購入等 一般 
31. 4.15 ㈱日本電気 東京都港区芝５７１ 110160000円 31. 2.22 最低価格
116912509円
27、71 平成31年度飛行情報管理システム（ＦＤＭＳ）等調整作業 購入等 随意 
31. 4.15 ㈱日本電気 東京都港区芝５７１ 61560000円 31. 3.14 ｂ「排他的
権利の保護」 最低価格 65570761円
27、71 平成31年度航空路レーダー情報処理システム（ＲＤＰ）調整作業 購入等 随意
31. 4.15 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲３３３ 18900000円

31. 3.14 ｂ「排他的権利の保護」 最低価格 20388309円
27、71 平成31年度空港用航空機位置表示装置（ＡＰＤＵ）調整作業 購入等 一般 
31. 4.22 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲３３３ 33480000円 
31. 3. 1 最低価格 35858745円
27、71 平成31年度ドローン情報基盤システム性能向上 購入等 随意 31. 4.15 
㈱エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲３３３ 54324000円 31. 3.18 ｂ
「排他的権利の保護」 最低価格 57834000円

〇支出負担行為担当官 国土地理院長 川﨑 茂信 （茨城県つくば市北郷１番）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 08
56 航空重力測量実施のための航空機運航関連業務 一式 購入等 一般 31. 4.11
共立航空撮影㈱ 東京都三鷹市大沢５2113 563760000円 31. 2.14 最低価格 
565401600円
71、27 測量成果管理提供装置の賃貸借 一式 借入 一般 31. 4.12 日立キャピ
タル㈱ 東京都港区西新橋１３１ 44064000円 31. 2.18 最低価格 45460051円

〇支出負担行為担当官 国土技術政策総合研究所長 小俣 篤 （茨城県つくば市旭１番地）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 08
26 定期刊行物（洋雑誌2019年度）電子ジャーナル購読 一式 購入等 随意 
31. 4. 1 エルゼビア・ビー・ブイ オランダ王国アムステルダム市ラーダーヴェヒ29 
22734810円 31. 2. 1 ｂ「排他的権利の保護」 22734810円

〇支出負担行為担当官 北海道開発局旭川開発建設部長 鹿嶋 弘律 （北海道旭川市宮前１条３丁
目３番15号）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
14 電子複合機３台の借入及び保守（単価契約） 借入 一般 31. 4.17 ㈱岩崎旭
川支店 北海道旭川市流通団地２条５丁目36番地４ 15774912円 31. 2.22 最低価格
15987611円
５ 旭川開発建設部管内タイヤ購入（単価契約）一式 購入等 一般 31. 4.17 
㈱タイヤランド旭川 北海道旭川市永山北１条６丁目１番18号 21518460円 31. 2.22 
最低価格 23144400円

〇支出負担行為担当官 北海道開発局室蘭開発建設部長 米津 仁司 （北海道室蘭市入江町１番地
14）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
15、29 室蘭開発建設部管内 道路機械設備点検整備 一式 購入等 一般 31. 4.17
㈱ドゥ・エンジニアリング 札幌市北区北７条西４丁目１番地２ 16848000円 

31. 2.12 最低価格 18554400円
15、29 室蘭開発建設部管内 特殊車両自動計測装置外点検整備 一式 購入等 一般
31. 4.17 オムロンフィールドエンジニアリング北海道㈱ 札幌市中央区北３条西１丁目１
18900000円 31. 2.12 最低価格 19310400円

〇支出負担行為担当官 北海道財務局総務部長 小柳津 博 （札幌市北区北８条西２丁目）
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
26 平成31年度 文具用品購入（単価契約）一式 購入等 一般 31. 4.11 ㈱西文
舘 札幌市中央区北３条西30丁目４番11号 30240000円 31. 2.13 最低価格 
41083948円

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
26 平成31年度 トナーカートリッジ等購入（単価契約）一式 購入等 一般 
31. 4.11 トミヤ商事㈱ 札幌市東区北20条東１丁目４番15号 43380111円 31. 2.13
最低価格 48726144円





		2019-05-20T14:52:53+0900
	C＝JP,O＝Japanese Government,CN＝Ministry of Finance
	NationalPrintingBerau
	（なし）




