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〇支出負担行為担当官 三重労働局総務部長 加藤 慎介 （三重県津市島崎町327２）
◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 24
26 令和３年度 三重労働局管内７施設で使用する電力の供給（高圧電力）年間使用予定電力
量 724600kWh 購入等 一般  3. 1.20 株式会社ホープ 福岡県福岡市中央区薬院
一丁目14番５号ＭＧ薬院ビル 12276740円  2.11.24 最低価格

〇支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房参事官（経理） 秋葉 一彦 （東京都千代田区霞が関
１２１）
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 13
71、27 生鮮食料品流通情報システムのシステム運用及びアプリケーション保守業務 一式
購入等 一般  2.12.15 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲３３３
194667000円  2.10.15 総合評価 200476100円
26 防災用ヘルメットの購入 一式 購入等 一般  2.12.16 ㈱秋山商会 東京都
中央区東日本橋２13５ 11766920円  2.10.20 最低価格
26 一般什器外の購入 一式 購入等 一般  2.12.18 ㈱第一文眞堂 東京都港区
芝大門１３16 44492580円  2.10.20 最低価格

〇支出負担行為担当官 東北農政局長 内田 幸雄 （宮城県仙台市青葉区本町３３１）
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 04
14、27 テレワーク用パーソナルコンピュータの購入 253式 購入等 一般 
2.12.15 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス㈱東北支社 仙台市宮城野区五輪１丁
目４番５号 15640460円  2.10. 9 最低価格

〇支出負担行為担当官 林野庁長官 本郷 浩二 （東京都千代田区霞が関１２１）
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 13
17 乗用自動車（661cc以上2000cc以下ステーションワゴン又はＳＵＶタイプ４ＷＤ）27台
購入等 一般  2.12.21 三菱自動車工業㈱ 東京都港区芝浦３１21 53950050
円  2.11.19 総合評価
17 乗用自動車（661cc以上2500cc以下ステーションワゴン又はＳＵＶタイプ４ＷＤ）44台
購入等 一般  2.12.21 ㈱ＳＵＢＡＲＵ 東京都渋谷区恵比寿１20８ 
99123200円  2.11.19 総合評価
17 乗用自動車（661cc以上2700cc以下ワゴンタイプ４ＷＤ）４台 購入等 一般 
2.12.21 日産自動車販売㈱ 東京都港区海岸３1817 8896822円  2.11.19 総合
評価

〇支出負担行為担当官 国土交通大学校長 山﨑 房長 （東京都小平市喜平町２２１）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
28、29、30 国土交通大学校ネットワーク構築業務 購入等 一般  3. 1.19 日本
コムシス株式会社 東京都品川区東五反田２17１ 8195000円  2.11.24 最低価格
24120915円

〇支出負担行為担当官 北海道開発局旭川開発建設部長 鹿嶋 弘律 （北海道旭川市宮前１条３丁
目３番15号）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
26 旭川開発建設部管内トンネル等で使用する電気（高圧）一式 購入等 一般 
3. 1.13 ㈱エネット 東京都港区芝公園二丁目６番３号 201547063円  2.11.16 最
低価格 255178999円
26 旭川開発建設部管内庁舎等で使用する電気（高圧）一式 購入等 一般  3. 1.13
㈱アースインフィニティ 大阪市北区堂島浜二丁目２番28号 40657166円  2.11.16

最低価格 46548654円
26 旭川開発建設部管内庁舎等で使用する電気（低圧）一式 購入等 一般  3. 1.13
エフビットコミュニケーションズ㈱ 京都市南区東九条室町23番地 1174933円 
2.11.16 最低価格

〇支出負担行為担当官 東京航空局長 吉田耕一郎 （東京都千代田区九段南１１15）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
16 釧路（事）他３官署 電球（反射鏡付）（ＪＦＲ 66Ａ 200ＷＰ）他４品目購入 購
入等 一般  2.12.18 日本光機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦２丁目７番18号
18549850円  2.10.27 最低価格 18550400円
16 東京（事）他４官署 電球（ＪＦ66Ａ30ＷＶ３）他18品目購入 購入等 一般 
2.12.18 イワタ工業株式会社 神奈川県横浜市神奈川区新町14番地１号 22707740円 
2.10.27 最低価格 22816024円

〇支出負担行為担当官 中部地方整備局長 堀田 治 （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
14 令和２年度 中部地方整備局電話交換制御装置製造一式 購入等 一般  3. 1.15
沖電気工業株式会社 中部支社 愛知県名古屋市中区錦１1120 82720000円 
2.11. 6 最低価格 83204000円

〇支出負担行為担当官 国立障害者リハビリテーションセンター管理部長 高橋 洋一 （埼玉県所
沢市並木４１）
◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 11
24 免荷歩行訓練用ロボット型装置賃貸借一式 借入 一般  3. 1. 8 株式会社Ｊ
ＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号 54174450円  2.11.13 最低価格 
65337145円

〇支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房会計課長 中田 裕人 （東京都千代田区霞が関２
１３）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
71、27 国土交通本省リモートアクセス製品の調達及び運用作業の実施一式（電子調達対象案
件） 購入等 一般  3. 1.13 日鉄ソリューションズ株式会社 東京都港区虎ノ門１
17１ 79600000円  2.11.20 最低価格 109035415円
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