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落 札 者 等 の 公 示

次のとおり落札者等について公示します。
令和２年８月 21 日

［掲載順序］
品目分類番号 調達件名及び数量 調達方法 契約方式 落札決定日（随意契約の場合
は契約日） 落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所 落札価格（随意契約の場合
は契約価格） 入札公告日又は公示日 随意契約の場合はその理由 指名業者名（指名競争
入札の場合） 落札方式 予定価格

〇支出負担行為担当官 内閣府大臣官房会計担当参事官 金子 昇一 （東京都千代田区永田町１
６１）
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 13
73 令和２年度国際広報キャンペーンテーマに係る広報の実施業務 広報テーマ：「グローバ
ルな課題の解決に向けた日本の取り組みへの理解度向上に関する戦略的国際広報」（国内英字メディ
アの発信力を活用した国際広報）一式 購入等 随意  2. 6.18 ㈱博報堂（東京都港区
赤坂５３１） 29799000円 ｂ「排他的権利の保護」

〇支出負担行為担当官 内閣府経済社会総合研究所次長 増島 稔 （東京都千代田区永田町１
６１）
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 13
71、27 ＳＮＡ統合データベース並びにデータ連携基盤の四半期別ＧＤＰ速報機能の拡張に向
けた設計更新・改修・テスト・移行等業務 一式 購入等 一般  2. 6.24 株式会社Ｂ
ＳＮアイネット（新潟県新潟市中央区米山２５１） 27720000円  2. 4.16 最低価
格

〇支出負担行為担当官 公正取引委員会事務総局官房総務課会計室長 三浦 文博 （東京都千代田
区霞が関１１１）
◎調達機関番号 024 ◎所在地番号 13
14、71、27 公正取引委員会ＬＡＮ用パーソナルコンピュータ236台の借入れ 借入 一
般  2. 7.22 みずほリース株式会社（東京都港区虎ノ門１２６） 37519680円 
2. 6. 1 最低価格

〇分任支出負担行為担当官 中国四国管区警察局四国警察支局香川県情報通信部長 山口 嘉
（香川県高松市番町４１10）
◎調達機関番号 009 ◎所在地番号 37
15、28 香川県警察本部用指令通信装置 １式 購入等 一般  2. 6.18 日本電気
㈱四国支社 香川県高松市中野町29２ 140813745円  2. 3.12 総合評価

〇支出負担行為担当官 総務省統計局長 佐伯 修司 （東京都新宿区若松町19番１号）
◎調達機関番号 012 ◎所在地番号 13
71 令和２年国勢調査「説明用ＤＶＤ」の複製業務 一式 購入等 一般  2. 6.10
佐川急便㈱ 京都府京都市南区上鳥羽角田町68番地 17753148円（予定総価）  2. 4.17
最低価格 19449423円

〇支出負担行為担当官 消防庁総務課長 齋藤 秀生 （東京都千代田区霞が関２１２）
◎調達機関番号 012 ◎所在地番号 13
17 中型水陸両用車及び搬送車１式 購入等 一般  2. 7.22 トーハツ株式会社
東京都板橋区小豆沢３丁目５番４号 79808300円  2. 5.20 最低価格 79811600円

〇支出負担行為担当官 水戸地方検察庁検事正 西谷 隆 （茨城県水戸市北見町１11）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 08
53 水戸法務総合庁舎への移転作業 一式 購入等 一般  2. 7.22 日本通運株式
会社茨城支店（茨城県つくば市谷田部3357１） 13900000円  2. 6.10 最低価格

〇支出負担行為担当官 札幌法務局長 數原 裕一 （北海道札幌市北区北８条西２１１）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 01
23、26 ハンドル式移動ラックの購入及び既存複柱書架移設作業等 一式 購入等 一般
 2. 7.17 株式会社ＨＤＣ（北海道札幌市中央区南１条西10丁目２番地 南１条道銀ビル）
11066000円  2. 5.20 最低価格 31670483円

〇支出負担行為担当官 名古屋刑務所長 宮本 祐康 （愛知県みよし市ひばりヶ丘１１）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 23
26 名古屋刑務所で使用する電力 契約電力（業務用）700kW（産業用）640kW 年間使用
予定電力量（業務用）2654000kWh（産業用）770000kWh 購入等 一般  2. 7. 9 
（業務用）中部電力ミライズ株式会社（愛知県名古屋市東区東新町１）（産業用）中部電力ミライズ
株式会社（愛知県名古屋市東区東新町１） （業務用）43006390円（産業用）14300360円 
2. 5.10 最低価格 （業務用）53990229円 （産業用）22964819円

〇支出負担行為担当官 大阪刑務所長 宮地 重光 （大阪府堺市堺区田出井町６１）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 27
26 大阪刑務所で使用するガス 年間予定使用量 中圧236000 低圧141800 購入等
一般  2. 6.12 関西電力株式会社（大阪府大阪市北区中之島３６16） 

26555146円  2. 4.21 最低価格

〇支出負担行為担当官 神戸刑務所長 中田 学司 （兵庫県明石市大久保町森田120）
◎調達機関番号 013 ◎所在番号 28
16 令和２年度神戸刑務所総合警備システム更新一式 購入等 一般  2. 7. 9 三
菱電機システムサービス株式会社関西支社（大阪府大阪市北区大淀中１４13） 95370000
円  2. 5.21 最低価格
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