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〇支出負担行為担当官 北陸地方整備局長 吉岡 幹夫 （新潟市中央区美咲町１丁目１番１号）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15
26 平成31年度新潟美咲合同庁舎１号館外11箇所で使用する電気契約 一式 購入等 一
般 31. 4.11 東北電力㈱ 宮城県仙台市青葉区本町一丁目７番１号 89056889円 
31. 2.15 最低価格 120657425円
26 平成31年度千曲川河川事務所外２箇所で使用する電気契約 一式 購入等 一般 
31. 4.11 エネサーブ㈱ 滋賀県大津市月輪２丁目19番６号 17424712円 31. 2.15 
最低価格 22307236円
17 ロータリ除雪車（22ｍ級）３台交換購入 ３台 購入等 一般 31. 4.18 
㈱ＮＩＣＨＩＪＯ北陸営業所 新潟県新潟市中央区笹口２丁目10番地１ 129000000円 
31. 2.26 最低価格 132872500円
17 除雪グレーダ（43ｍ級）７台交換購入 ７台 購入等 一般 31. 4.18 コマ
ツカスタマーサポート㈱関越カンパニー 新潟県新潟市西区小針４2812 212500000円 
31. 2.26 最低価格 272800000円
17 凍結防止剤散布車（湿潤式４ｔ ４×４）６台交換購入 ６台 購入等 一般 
31. 4.18 範多機械㈱ 東京都板橋区三園１丁目50番15号 163857000円 31. 2.26 最
低価格 168657000円
17 凍結防止剤散布車（湿潤式６ｔ ４×４）１台交換購入 １台 購入等 一般 
31. 4.18 範多機械㈱ 東京都板橋区三園１丁目50番15号 37205000円 31. 2.26 最
低価格 38005000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５月分 予定数量 190ＫＬ 購入等 一般 31. 4.22 伊勢湾石油㈱
名古屋市港区港楽１２３ 75600円 31. 1.25 最低価格 91260円
２ 軽油５月分 予定数量 24ＫＬ 購入等 一般 31. 4.22 伊勢湾石油㈱ 名古
屋市港区港楽１２３ 111240円 31. 1.25 最低価格 112212円

〇分任支出負担行為担当官 高山国道事務所長 野津 隆太 （岐阜県高山市上岡本町425番地）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 21
26 高山国道事務所庁舎外５箇所で使用する電気 購入等 一般 31. 4.15 株式会
社ＦPower 東京都港区芝浦３丁目１番21号 74082711円 31. 2.18 最低価格 
89643892円

〇支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 黒川純一良 （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
73 大規模津波防災総合訓練会場運営業務 購入等 一般 31. 4.17 西尾レント
オール㈱ 大阪府大阪市中央区東心斎橋一丁目11番17号 39420000円 31. 2.12 最低価
格 53924400円

〇支出負担行為担当官 九州地方整備局副局長 稲田 雅裕 （福岡市博多区博多駅東２10７）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 40
６ 平成31年度単価契約用紙購入（福岡県） 購入等 一般 31. 4. 1 ㈱永池 福
岡支社 福岡県大野城市大池２24６ 23044230円 31. 1.21 最低価格 27988632
円
71、27 平成31年度港湾情報処理システム運用管理業務 １式 購入等 一般 
31. 4. 1 ㈱富士通エフサス 九州支社 福岡市博多区東比恵３１２ 41580000円 
31. 1.11 最低価格 41886992円
２ 平成31年度Ａ重油（４～７月分） 購入等 一般 31. 4.12 林兼石油㈱ 下関
支店 山口県下関市大和町１13９ 73980円 31. 2.18 最低価格 90720円

〇支出負担行為担当官 関東運輸局長 掛江浩一郎 （横浜市中区北仲通５57）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 14
53 神奈川運輸支局新庁舎引越業務 一式 購入等 一般 31. 4.24 株式会社ジェ
イアール東日本物流 東京都墨田区錦糸３２１ 11810000円 31. 2. 1 最低価格

〇支出負担行為担当官 気象研究所長 竹内 義明 （茨城県つくば市長峰１１）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 08
14 気象研究所スーパーコンピュータシステム借用（レンタル） １式 借入 随意 
31. 4. 1 富士通株式会社 東京都港区東新橋１５２ 東京センチュリー株式会社 東京都
千代田区神田練塀町３番地 353029900円 31. 3. 1 ｄ「互換性」

〇支出負担行為担当官 札幌管区気象台長 矢野 敏彦 （北海道札幌市中央区北２条西18丁目）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
26 札幌管区気象台庁舎他で使用する電気（高圧）の調達 契約電力 札幌管区気象台 115
kW 稚内港湾合同庁舎 47kW 室蘭地方気象台 18kW 函館地方気象台 43kW 横津岳気象
レーダー観測所 23kW 予定使用電力量 札幌管区気象台 563200kWh 稚内港湾合同庁舎
200100kWh 室蘭地方気象台 96400kWh 函館地方気象台 144700kWh 横津岳気象レー

ダー観測所 121800kWh 購入等 一般 31. 4. 1 北海道電力㈱ 北海道札幌市中央
区大通東１丁目２番地 22100072円 30.11.12 最低価格
26 札幌管区気象台管内で使用する電気（低圧）の調達 契約容量等、予定使用電力量 網走
地方気象台 従量電灯 32kVA 70000kWh 低圧電力 16kW 7500kWh 帯広測候所 従量
電灯 28kVA 77700kWh 低圧電力 11kW 3600kWh 毛無山気象レーダー観測所 従量電
灯 25kVA 79800kWh 低圧電力 13kW 17900kWh 昆布森気象レーダー観測所 従量電灯
30kVA 82100kWh 低圧電力 13kW 14800kWh 釧路高層気象観測施設 従量電灯 20

kVA 14700kWh 低圧電力 20kW 25500kWh 局地的気象監視システム室蘭局 従量電灯
15kVA 28800kWh 小樽特別地域気象観測所 従量電灯 15kVA 6200kWh 留萌特別地域気
象観測所 従量電灯 20kVA 35600kWh 羽幌特別地域気象観測所 従量電灯 ９kVA 4300
kWh 苫小牧特別地域気象観測所 従量電灯 ６kVA 6200kWh 広尾特別地域気象観測所 従
量電灯 15kVA 6500kWh 上川朝日津波地震観測局 従量電灯 60Ａ 5300kWh 北見枝幸
特別地域気象観測所 従量電灯 60Ａ 8000kWh 紋別特別地域気象観測所 従量電灯 50Ａ
6400kWh 雄武特別地域気象観測所 従量電灯 50Ａ 6900kWh 寿都特別地域気象観測所

従量電灯 50Ａ 5500kWh 浦河特別地域気象観測所 従量電灯 50Ａ 5200kWh 森地域気象
観測所 従量電灯 50Ａ 3800kWh 購入等 一般 31. 4. 1 エフビットコミュニ
ケーションズ㈱ 京都府京都市南区東九条室町23番地 14182869円 30.11.12 最低価格
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