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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年度北九州港（響灘東地区）岸壁（－10ｍ）築造工事 購入等 一般 
3. 2.18 東洋・大本特定建設工事共同企業体 代表者 東洋建設㈱九州支店 福岡市博多区上
川端町1315 1226313000円  2.11.20 総合評価 1341074819円
41 令和２年度北九州港（響灘東地区）岸壁（－10ｍ）築造工事（第２次） 購入等 一
般  3. 2.18 東亜・本間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 930490000円  2.11.20 総合評価 1017014805円

〇支出負担行為担当官 第三管区海上保安本部長 遠山 純司 （神奈川県横浜市中区北仲通５57）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 14
26 泡消火薬剤買入等 購入等 一般  3. 2.12 真弓興業㈱ 大坂府堺市堺区大浜
中町２１25 113080000円  3. 1.21 最低価格 116900000円
77 ディーゼルエンジン（12ＰＡ４Ｖ型）修理３台（追加）きりしま揚陸機 購入等 随
意  3. 2.18 ＪＦＥエンジニアリング㈱ 神奈川県横浜市鶴見区末広町２１ 
39160000円  3. 2. 9 ｄ「互換性」 39443922円

〇分任契約担当官 陸上自衛隊関東補給処松戸支処会計課長 村川 穣二 （千葉県松戸市五香六実
17）
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 12
６ ＰＰＣ用紙，Ａ３ほか１品目 購入等 一般 不調  2.12.21
23 いす，事務用，肘つき，布地張りほか１品目 購入等 一般  3. 1.21 ㈱トー
ヨー商事 千葉県印西市戸神台１１Ｂ404 3778500円  2.12.21 最低価格
23 営内班用ロッカー，Ｗ900㎜ 28ＥＡ 購入等 一般  3. 1.21 Ｋ・マシン
㈱ 京都府京都市南区吉祥院三の宮西町70 589820円  2.12.21 最低価格
23 営内班用椅子21ＥＡ 購入等 一般  3. 1.21 伸誠商事㈱ 東京都千代田区岩
本町１８３ 203280円  2.12.21 最低価格
23 ＯＡ対応デスク，Ｗ1400片袖ほか９品目 購入等 一般  3. 1.26 ㈱鈴木事務
機販売 千葉県松戸市松戸新田13317 2201980円  2.12.21 最低価格
23 ファイリングキャビネット，２段Ａ４（高さ700㎜）ほか20品目 購入等 一般 
3. 1.26 ㈱交成 岐阜県関市千疋593１ 1439955円  2.12.21 最低価格
16 オーブントースターほか10品目 購入等 一般  3. 1.21 ㈱エディオン法人営
業部中部支店 愛知県名古屋市中村区名駅南２４22 2443540円  2.12.21 最低価格
16 電気スタンドほか４品目 購入等 一般  3. 1.21 日通商事㈱ 東京都港区海
岸１1422 209682円  2.12.21 最低価格

〇分任契約担当官 陸上自衛隊九州補給処調達会計部長 石山 秀一 （佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立
野７１）
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 41
６ ＰＰＣ用紙（Ａ４） 購入等 一般  3. 2.18 株式会社服巻商事 佐賀県神崎
郡吉野ヶ里町吉田2007 7110026円  3. 1.22 最低価格
６ ＰＰＣ用紙（Ａ４） 購入等 一般  3. 2.18 株式会社服巻商事 佐賀県神崎
郡吉野ヶ里町吉田2007 373890円  3. 1.22 最低価格

〇支出負担行為担当官 南関東防衛局長 小波 功 （神奈川県横浜市中区北仲通５57）
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 14
41 横須賀宿舎改修建築その他工事 購入等 一般  3. 1.28 若築建設株式会社
東京支店 東京都目黒区下目黒２2318 861500000円  2.10. 1 総合評価 
932719183円

〇支出負担行為担当官 沖縄防衛局長 田中 利則 （沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290９）
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 47
42 瑞慶覧磁気探査業務（その１） 購入等 一般  3. 2.22 大和探査技術株式
会社沖縄営業所 沖縄県浦添市西原１８１ハウスイン広栄202 513590000円  2.12.11
総合評価 544322395円

〇分任支出負担行為担当官 防衛装備庁調達事業部調達総括官 眞弓 康次 （東京都新宿区市谷本
村町５１）
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 13
12 草刈機（乗用式）４台 購入等 一般  3. 2. 9 株式会社長谷川 東京都北区
豊島１丁目19番16503号 3363360円  2.12.18 最低価格
12 スキッドステアローダ，クローラ型 １ＥＡ 購入等 随意  3. 2. 1 帝國纎
維株式会社 東京都中央区日本橋２丁目１番10号 32615000円  2.11.27 ａ「不落」
12 フォークリフト３ｔ（ディーゼル式・サイドシフト付）１ＥＡ 購入等 一般 
3. 2. 9 ロジスネクスト東京株式会社 東京都大田区平和島６丁目１番１号 2794000円
 2.12.18 最低価格
13 護衛艦「むらさめ」型用エアハンドリングユニット 14ＡＹ 購入等 一般 
3. 2. 9 ダイキン工業株式会社 大阪府大阪市北区中崎西２丁目４番12号 梅田センタービル
45650000円  2.12.18 最低価格
13 空気調和装置ＮＨＤ111 １ＳＥ 購入等 随意  3. 2.18 株式会社守谷
商会 東京都中央区八重洲１丁目４番22号 29700000円  2.11.27 ａ「不落」
13 教育訓練装置用空気調和装置（ＯＰＳ28室用）１ＯＴ 購入等 随意  3. 2.18
株式会社守谷商会 東京都中央区八重洲１丁目４番22号 1276000円  2.11.27 ａ

「不落」
13 弾薬整備場用空気調和装置 １ＳＥ 購入等 随意  3. 2.18 株式会社守谷商
会 東京都中央区八重洲１丁目４番22号 5115000円  2.11.27 ａ「不落」
13 弾薬整備場用空気調和装置 １ＳＥ 購入等 随意  3. 2.18 株式会社守谷商
会 東京都中央区八重洲１丁目４番22号 5060000円  2.11.27 ａ「不落」

〇分任支出負担行為担当官 防衛装備庁調達事業部総括装備調達官 近藤奈津枝 （東京都新宿区市
谷本村町５１）
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 13
５ 燃料だ管（急速かん脱装置用）８ＥＡ 購入等 随意  3. 1.12 ㈱バルカー
東京都品川区大崎２丁目１番１号 11220000円  2.10.23 ａ「不落」 最低価格
24 硫化水素ガスセンサ 779ＥＡ 購入等 随意  3. 1.22 三洋商事㈱ 東京都
中央区新川１丁目17番25号 257070000円  2.10.23 ａ「不落」 最低価格
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