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〇分任支出負担行為担当官 四国地方整備局 那賀川河川事務所長 山本 卓男 （徳島県阿南市領
家町室ノ内390）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 36
15、29 令和２年度 那賀川局外電気通信施設保守業務 一式 購入等 一般 
2. 4. 1 ㈱ケーネス四国支店 香川県高松市松福町２１１ 39600000円  2. 1. 8
最低価格 41140000円

〇分任支出負担行為担当官 四国地方整備局 土佐国道事務所長 平岩 洋三 （高知県高知市江陽
町２２）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 39
15、29 令和２年度 土佐局外電気通信施設保守監視業務 一式 購入等 一般 
2. 4. 1 ㈱ケーネス四国支店 香川県高松市松福町２１１ 135960000円  2. 1. 7
総合評価 143627000円

〇分任支出負担行為担当官 四国地方整備局 四国山地砂防事務所長 星野 久史 （徳島県三好市
井川町西井川68１）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 36
15、29 令和２年度 吉野川局外電気通信施設保守業務 一式 購入等 一般 
2. 4. 1 ㈱ケーネス四国支店 香川県高松市松福町２１１ 42350000円  2. 1. 8
最低価格 44682000円

〇分任支出負担行為担当官 四国地方整備局 吉野川ダム統合管理事務所長 福田 浩 （徳島県
三好市池田町西山谷尻4235１）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 36
15、29 令和２年度 池田局外電気通信施設保守監視業務 一式 購入等 一般 
2. 4. 1 ㈱ケーネス四国支店 香川県高松市松福町２１１ 73040000円  2. 1. 8
総合評価 77253000円

〇分任支出負担行為担当官 四国地方整備局 肱川ダム統合管理事務所長 清水 宰 （愛媛県西
予市野村町野村８153１）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 38
15、29 令和２年度 山鳥坂局外電気通信施設保守業務 一式 購入等 一般 
2. 4. 1 研信電操㈱ 香川県高松市栗林町１1226 32065000円  2. 1. 8 最低
価格 33693000円
15、29 令和２年度 野村局外電気通信施設保守業務 一式 購入等 一般  2. 4. 1
研信電操㈱ 香川県高松市栗林町１1226 26235000円  2. 1. 8 最低価格 

27643000円

〇分任支出負担行為担当官 四国地方整備局 渡川ダム統合管理事務所長 三宅 和志 （高知県宿
毛市平田町黒川字櫛ヶ崎山531248）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 39
15、29 令和２年度 中筋川局外電気通信施設保守業務 一式 購入等 一般 
1. 4. 1 ㈱三光エンジニアリング 香川県高松市鶴市町2048７ 37400000円 
1. 1. 8 最低価格 39182000円

〇支出負担行為担当官 九州地方整備局副局長 遠藤 仁彦 （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２年度博多港（アイランドシティ地区）岸壁（－15ｍ）（耐震）築造工事 購入等
一般  2. 4. 1 東亜・株木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 1193500000円  2. 1. 6 総合評価 1296048736
円

〇支出負担行為担当官 札幌管区気象台長 長谷川洋平 （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 109
kW 予定使用電力量 札幌管区気象台 541300kWh、他３施設 購入等 一般 
2. 4. 1 ㈱ホープ 福岡県福岡市中央区薬院１14５ＭＧ薬院ビル 19208645円 
1.11.15 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 69800kWh 低圧電力 16kW 7800kWh 他17施設 購入
等 一般  2. 4. 1 リエスパワーネクスト㈱ 東京都豊島区東池袋４21１ 
13534160円  1.11.15 最低価格

〇分任支出負担行為担当官 四国地方整備局 大渡ダム管理所長 市原 道弘 （高知県吾川郡仁淀
川町高瀬3815）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 39
15、29 令和２年度 大渡局外電気通信施設保守業務 一式 購入等 一般  2. 4. 1
㈱三光エンジニアリング 香川県高松市鶴市町2048７ 39490000円  2. 1. 8 最

低価格 41624000円

〇支出負担行為担当官 第六管区海上保安本部長 勝山 潔 （広島県広島市南区宇品海岸３
1017）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 34
２ 軽油（免税）買入（広島港）予定数量335000リットル 購入等 一般  2. 3.17
㈱廣島ゼネラル 広島県呉市中央２６27 75900円／リットル  1. 1.24 最低価

格
２ 軽油（免税）買入（呉港）予定数量267000リットル 購入等 一般  2. 3.17
㈱廣島ゼネラル 広島県呉市中央２６27 75900円／リットル  1. 1.24 最低価格
２ 軽油（免税）買入（尾道及び福山）予定数量337000リットル 購入等 一般 
2. 3.24 広川エナス㈱ 尾道支店 広島県尾道市高須町4838１ 70906円／リットル 
1. 1.24 最低価格
２ 軽油（免税）買入（徳山港）予定数量625000リットル 購入等 一般  2. 3.23
冨士石油㈱ 山口県周南市鼓海２11868 106700円／リットル  1. 1.24 最低価

格
２ 軽油（免税）買入（徳山）予定数量222000リットル 購入等 一般  2. 3.23
住福燃料㈱ 山口県周南市千代田町11８ 70400円／リットル  1. 1.24 最低価格
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