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〇支出負担行為担当官 参議院庶務部会計課長 高嶋 久志 （東京都千代田区永田町１７１）
◎調達機関番号 002 ◎所在地番号 13
26 参議院議員会館で使用する電気の需給 契約電力1800キロワット 予定使用電力量
6942584キロワット時 購入等 一般  3. 1.22 ㈱ホープ 福岡県福岡市中央区薬院
１14５ＭＧ薬院ビル 103870056円  2.11.20 最低価格
26 参議院麹町議員宿舎で使用する電気の需給 予定契約電力241キロワット 予定使用電力
量992285キロワット時 購入等 一般  3. 1.22 九電みらいエナジー㈱ 福岡県福岡
市中央区渡辺通２４８ 16504430円  2.11.20 最低価格

〇支出負担行為担当官 警察大学校教務部会計課長 岩松 力 （東京都府中市朝日町３12
１）
◎調達機関番号 009 ◎所在地番号 13
26 電気の供給 一式 購入等 一般  3. 1.27 東京電力エナジーパートナー株式
会社 東京都千代田区内幸町一丁目１番３号 89891763円  2.10.26 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
16、77 通信設備蓄電池取替作業委託 １式 購入等 一般  2.12.22 エナジーシ
ステムサービスジャパン㈱関西営業所 大阪府大阪市北区大淀中５1431 7645000円 
2.10.20 最低価格

〇支出負担行為担当官 群馬県警察会計担当官 千代延晃平 （群馬県前橋市大手町１１１）
◎調達機関番号 009 ◎所在地番号 10
26 群馬県警察学校及び群馬県警察機動隊で使用する電力 予定契約電力250kW（警察学校）
53kW（機動隊）予定使用電力量453420kWh（警察学校）180620kWh（機動隊） 購入等 
一般  3. 1.27 株式会社ホープ 福岡県福岡市中央区薬院１14５ ＭＧ薬院ビル７Ｆ
11974650円  2.12. 1 最低価格

〇支出負担行為担当官 神奈川県警察会計担当官 山本 仁 （神奈川県横浜市中区海岸通２
４）
◎調達機関番号 009 ◎所在地番号 14
26 神奈川県警察学校で使用する電気（契約予定電力 446kW 予定使用電力量 1278000
kWh） 購入等 一般  3. 2. 1 東京電力エナジーパートナー株式会社 東京都千代
田区内幸町１１３ 21888338円  2.11.24 最低価格

〇支出負担行為担当官 広島法務局長 堀 恩惠 （広島県広島市中区上八丁堀６30）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 34
26 東広島法務総合庁舎ほか17庁舎で使用する電気の需給契約 年間予定使用電力量1903800
kWh 購入等 一般  3. 1.28 中国電力株式会社（広島市中区小町４番33号） 
28841491円  2.12. 2 最低価格

〇支出負担行為担当官 札幌刑務所長 平澤 由行 （北海道札幌市東区東苗穂２１５１）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 01
22 札幌刑務所ＣＴスキャン１台ほか交換購入契約 購入等 一般  3. 1.13 株式
会社ムトウ（北海道札幌市中央区北十一条西４１15） 39380000円  2.11.12 最低
価格
26 令和３年度札幌矯正管区庁舎ほか10庁で使用する業務用電力共同需給契約 年間予定使用
電力量17555300kWh 購入等 一般  3. 1.13 株式会社ホープ（福岡県福岡市中央区
薬院１14５） 309934075円  2.10.21 最低価格

〇支出負担行為担当官 月形刑務所長 小野 記忠 （北海道樺戸郡月形町1011番地）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 01
２ Ａ重油（大型ローリー配送）500000Ｌ 購入等 一般  2.12.24 朝倉エネル
ギー株式会社（北海道美唄市２条字大富6391番地） 28050000円  2.11. 2 最低価格

〇支出負担行為担当官 宮城刑務所長 西見 卓明 （宮城県仙台市若林区古城２３１）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 04
26 宮城刑務所ほか16法務省施設で使用する電力の供給 購入等 一般  3. 1.22 
東北電力株式会社（宮城県仙台市青葉区本町１７１） 227709092円  2.11.24 最低
価格

〇支出負担行為担当官 大阪少年鑑別所長 前澤 幸喜 （大阪府堺市堺区田出井町８30）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 27
１ 令和３年度在所者用給食委託業務 一式 購入等 一般  3. 1.29 株式会社マ
ルコシ（東京都足立区新田２10６） 28534955円  2.11.11 最低価格 29180655
円

〇支出負担行為担当官 外務省大臣官房会計課長 岡野結城子 （東京都千代田区霞が関２２１）
◎調達機関番号 014 ◎所在地番号 13
71、27 「超過勤務手当作業の電子化に関する電子申請及び給与システムの改修」一式 購
入等 随意  2.12.14 ㈱日立製作所 東京都品川区南大井６23１ 60009950円
 2.11.24 ｄ「互換性」 60009950円

〇支出負担行為担当官 名古屋法務局長 鈴木 裕治 （愛知県名古屋市中区三の丸２２１）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 23
26 一般事務機器用トナーカートリッジ等 一式 購入等 一般  3. 1.15 株式会
社グラフィック（群馬県太田市新田市野倉町489番地１） 25704982円  2.10.30 最低価
格

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３年２月 22 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
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