
令
和
元
年

月


日
水
曜
日

(号
外
政
府
調
達
第


号
)

官
報

〇支出負担行為担当官 関東地方整備局副局長 加藤 雅啓 （横浜市中区北仲通５57）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 14
77 千葉港清掃兼油回収船「べいくりん」点検整備業務 １式 購入等 一般 
1. 8. 1 新潟造船株式会社 新潟県新潟市中央区入船町４3776 25454000円 
1. 5.21 最低価格 25597773円
77 東京湾中央航路航路調査船「べいさーち」定期検査整備業務 １式 購入等 一般
 1. 8. 9 新潟造船株式会社 新潟県新潟市中央区入船町４3776 14410000円 
1. 6. 7 最低価格 14923870円

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
15、28 令和元年度 多重無線装置（黒部）一式製造 購入等 一般  1. 8. 8 日
本海電業株式会社 富山県富山市手屋三丁目８番33号 33000000円  1. 6.13 最低価格
33880000円

〇支出負担行為担当官 中部地方整備局長 勢田 昌功 （名古屋市中区三の丸２丁目５番１号）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 23
14 令和元年度 天竜川上流テレメータ設備製造１式 購入等 一般  1. 8. 7 朝
日電気工業株式会社 愛知県名古屋市中村区本陣通４丁目48番地 36300000円  1. 6.11
最低価格 38115000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９月分 予定数量 110ＫＬ 購入等 一般  1. 8.21 愛知県漁業協同
組合連合会 名古屋市中区丸の内３４31 65448円 31. 1.25 最低価格 90180円
２ 軽油９月分 予定数量 22ＫＬ 購入等 一般  1. 8.21 ㈱石田石油店 名古
屋市港区千鳥２９33 104760円 31. 1.25 最低価格 109512円

〇支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 井上 智夫 （大阪市中央区大手前一丁目５番44号）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
15、28 ディジタル端局装置他製造及び据付調整１式 購入等 一般  1. 8. 7 富
士通㈱関西支社 大阪府大阪市中央区城見２丁目２番６号 385000000円  1. 5.24 総合
評価 390467000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
41 令和元年度八代港（外港地区）泊地浚渫工事（第３次） 購入等 一般 元. 8. 9
東亜・あおみ特定建設工事共同企業体 代表者 東亜建設工業㈱九州支店 福岡市博多区博多
駅前１６16 653950000円 元. 5.15 総合評価 720550729円

〇支出負担行為担当官 気象衛星センター所長 里田 弘志 （東京都清瀬市中清戸３235）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
15、29 商用通信衛星による静止気象衛星画像データ配信サービス提供 １式 購入等 
一般  1. 8. 2 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱ 東京都千代田区大手町２
３１ 303161111円  1. 5.27 総合評価

〇支出負担行為担当官 仙台管区気象台長 山里 平 （宮城県仙台市宮城野区五輪１３15）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 04
26 仙台第３合同庁舎で使用する電気の調達 契約電力 463kW 予定使用電力量
2398200kWh 購入等 一般 元. 8. 9 東北電力㈱ 宮城県仙台市青葉区本町１

７１ 34260320円 元. 6.18 最低価格 40921958円

〇支出負担行為担当官 関東地方整備局長 石原 康弘 （埼玉県さいたま市中央区新都心２１）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
78 Ｒ１高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理業務 購入等 随意  1. 8. 8 中間
貯蔵・環境安全事業㈱北海道ＰＣＢ処理事業所 北海道室蘭市仲町14７ 85385608円 
１.７.19 ｂ「排他的権利の保護」

〇支出負担行為担当官 気象庁総務部長 松本 勝利 （東京都千代田区大手町１３４）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
71、27 航空統合気象観測システムのソフトウェア機能強化 １式 購入等 随意 
1. 8.21 ＳＥＴソフトウェア株式会社 東京都新宿区西新宿６24１ 77000000円 
1. 8. 1 ｄ「互換性」
24 多機能型地震観測装置（空港用）表示用端末の製作及び取付調整 １式 購入等 一
般  1. 8.22 明星電気株式会社 東京都江東区豊洲３１１ 116600000円 
1. 6.26 最低価格

〇支出負担行為担当官 海上保安庁次長 上原 淳 （東京都千代田区霞が関２１３）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
15、28 定電圧定周波電源装置９式ほか３点買入 購入等 一般  1. 7.30 ㈱桜電
社 東京都港区浜松町１11６ 46980000円  1. 6. 7 最低価格 57850000円
15、28 非常電源装置９式ほか４点買入 購入等 一般  1. 7.30 新生テクノス
㈱ 東京都港区芝公園２４１ 24840000円  1. 6. 7 最低価格 45810000円
15、28 浮動電源装置４式ほか４点買入 購入等 一般  1. 7.30 セナーアンド
バーンズ㈱ 東京都大田区羽田空港１６６ 8586000円  1. 6. 7 最低価格 
8586000円
７ 第三種制服上衣1280着ほか３点製造 購入等 一般  1. 8. 1 ㈱ジャスカ
岡山県倉敷市児島下の町９２25 24049440円  1. 6. 7 最低価格 26390000円
７ 第四種制服上衣2000着ほか３点製造 購入等 一般  1. 8. 1 ㈱武蔵富装
東京都千代田区神田鍛冶町３３５神田大木ビル 53334855円  1. 6. 7 最低価格
55200000円
７ 短ぐつ（黒色）1130足ほか２点買入 購入等 一般  1. 8. 1 イズミ産業
㈱ 東京都文京区千駄木１1110 19644660円  1. 6. 7 最低価格 20770000円
13 Ｏリング６個ほか260点買入 購入等 一般  1. 7.30 ㈱三井Ｅ＆Ｓマシナ
リー 東京都中央区築地５６４ 24570000円  1. 6. 7 最低価格 25330000円
15、28 監視中継装置19式ほか５点製造 購入等 一般  1. 8.23 大井電気株式会
社 神奈川県横浜市港北区菊名７３16 75591360円  1. 6. 7 最低価格 
76370000円
16 遺体用冷蔵庫13台ほか２点買入 購入等 一般  1. 8.20 山甚物産㈱ 大阪府
大阪市中央区本町１５６ 25790400円  1. 6.28 最低価格 32110000円
５ 白色防舷物（特型）５個ほか２点買入 購入等 一般  1. 8.20 横浜ゴムＭＢ
ジャパン㈱ 東京都港区新橋５3611 11595852円  1. 6.28 最低価格 25390000
円
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