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15、28 令和２年度航空保安情報ネットワークサービスの調達 購入等 随意 
2. 4. 1 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２３１ 
3597000000円  2. 1.23 ｂ「排他的権利の保護」 最低価格 3667344362円
27、71 令和２年度航空交通管制情報処理システム電子計算機の賃貸借 購入等 随意
 2. 4. 1 ㈱ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３４１ 628932338円  2. 1.28 
ｂ「排他的権利の保護」 最低価格 628932338円

〇支出負担行為担当官 北海道開発局開発監理部長 松浦 明 （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
14 複合機10式の借入及び保守 借入 一般  2. 4.17 日本データーサービス㈱
札幌市東区北16条東19丁目１14 25172400円  2. 2.12 最低価格 83040672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 平澤 充成 （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
77 鵡川・沙流川維持工事の内 樋門管点検整備 一式 購入等 一般  2. 4.15 
㈱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 13750000円  2. 2.17
最低価格 21087000円
77 室蘭道路事務所 白鳥大橋管理用設備点検整備 一式 購入等 一般  2. 4.15
函館どつく㈱ 北海道函館市弁天町20番３号 15015000円  2. 2.17 最低価格 
15092000円
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  2. 4.15
㈱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 20900000円 
2. 2.17 最低価格 21296000円

〇支出負担行為担当官 北海道開発局帯広開発建設部長 竹内 正信 （北海道帯広市西５条南８丁
目）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
14 （201）カラー複合機４式の借入及び保守（単価契約） 借入 一般  2. 4.15
十勝事務機販売㈱ 北海道帯広市西19条南１丁目４番地20 13615536円  2. 2.20 最
低価格 14197920円
14 河川テレメータ装置製造及び据付調整 一式 購入等 一般  2. 4.15 山本電
子工業㈱ 北海道網走市駒場南７丁目５番11号 60500000円  2. 2.20 最低価格 
65824000円

〇支出負担行為担当官 北海道開発局留萌開発建設部長 村山 雅昭 （北海道留萌市寿町１丁目）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
14 複合機７台借入及び保守 一式 借入 一般  2. 4.13 ㈱栄進堂 北海道留萌
市栄町２丁目５番28号 11339275円  2. 2. 5 最低価格 85996944円

〇支出負担行為担当官 東北地方整備局長 佐藤 克英 （宮城県仙台市青葉区本町３３１）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 04
26 文房具類購入単価契約（宮城県）一式 購入等 一般  2. 4.27 ㈱赤井沢 宮
城県仙台市太白区長町五丁目３３ 13825326円  2. 2.13 最低価格

〇支出負担行為担当官 東北地方整備局副局長 川上 泰司 （仙台市青葉区本町３３１）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 04
77 能代港波浪観測装置取替修理 購入等 一般  2. 4.15 ㈱ソニック環境機器部
東京都立川市曙町１18２ 33550000円  2. 2.21 最低価格 34199829円
41 仙台塩釜港仙台港区向洋地区岸壁（－14ｍ）基礎（改良）工事 購入等 一般 
2. 4.17 若築建設㈱東北支店 仙台市青葉区本町二丁目10番28号 950400000円 
2. 1.27 総合評価 1050088315円

〇分任支出負担行為担当官 中部地方整備局越美山系砂防事務所長 丹羽 俊一 （岐阜県揖斐郡揖
斐川町極楽寺137）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 21
15、29 令和２年度 越美山系電気通信施設保守業務一式 購入等 一般  2. 4. 1
朝日電気工業株式会社 愛知県名古屋市中村区本陣通４48 17600000円  2. 1. 6 
最低価格 18150000円

〇分任支出負担行為担当官 中部地方整備局庄内川河川事務所長 西田 将人 （愛知県名古屋市北
区福徳町５52）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 23
15、29 令和２年度 庄内川電気通信施設保守業務一式 購入等 一般  2. 4. 1 
朝日電気工業株式会社 愛知県名古屋市中村区本陣通４48 56650000円  2. 1. 7 最
低価格 56837000円

〇支出負担行為担当官 中部地方整備局長 勢田 昌功 （愛知県名古屋市中区三の丸２５１）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 23
71、27 令和３・４年度 競争参加資格インターネット一元受付システム運用支援・改良及び
受付対応業務 購入等 随意  2. 4. 8 日本電気株式会社東海支社 愛知県名古屋市中
区錦１17１ 573430000円  2. 3. 9 ｂ「排他的権利の保護」 573507000円
26 令和２年度 人事給与システム補完ツール運用支援及び保守業務 購入等 一般 
2. 4. 1 株式会社サンネット 広島県広島市中区袋町４21 31680000円  2. 1.23
最低価格 32788481円
76 令和２年度 単価契約電子複写等 購入等 一般  2. 4. 1 水谷印刷株式会社
愛知県名古屋市西区城西２2011 99円  2. 1.24 最低価格 99円
71、27 令和２年度 積算システム運用管理業務１式 購入等 一般  2. 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５２20 132770000円  2. 1.17
最低価格 133815000円
71、27 令和２年度 中部地方整備局情報システム管理運用業務１式 購入等 一般 
2. 4. 1 東芝デジタルソリューションズ株式会社中部支社 愛知県名古屋市西区名西２33
10 460416000円  1.11.29 総合評価 475048977円
15、29 令和２年度 中部地方整備局電気通信保守業務一式 購入等 一般  2. 4. 1
朝日電気工業株式会社 愛知県名古屋市中村区本陣通４48 116600000円  1.12.13
総合評価 117337000円
73 令和２年度 中部地整管内道路に関する新聞広報業務 購入等 一般  2. 4. 3
株式会社中日アド企画 愛知県名古屋市中区三の丸１６１ 75746000円  2. 2. 5
最低価格 90289650円
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