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〇支出負担行為担当官 国土交通省自動車局長 秡川 直也 （東京都千代田区霞が関２１３）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
71、27 自動車登録検査関係システムに係るハードウェア等の構築・導入・保守業務 一式
購入等 一般  3. 8.27 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲３
３３ 10991100120円  3. 6.15 総合評価 11282754146円

〇支出負担行為担当官 国土地理院長 飛田 幹男 （茨城県つくば市北郷１番）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 08
71、27 災害リスク情報配信サイト（避難所等データ整備ウェブシステム）作成業務 一式
購入等 随意  3. 8.25 三菱スペース・ソフトウエア株式会社 茨城県つくば市竹園一
丁目６番１号 29557000円  3. 8. 5 ｂ「排他的権利の保護」 29562307円

〇支出負担行為担当官 北海道開発局開発監理部長 柘植紳二郎 （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
71、27 工事契約情報管理システム改良業務 一式 購入等 一般  3. 8.19 東芝
デジタルソリューションズ㈱ 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 24816000円  3. 6.25
最低価格 24973300円

〇支出負担行為担当官 北海道開発局札幌開発建設部長 石川 伸 （札幌市中央区北２条西19丁
目）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
17 連絡車（４×４、ＳＵＶ）３台 購入等 一般  3. 8.18 札幌トヨタ自動車
㈱ 札幌市中央区北一条西７丁目３番地８ 7325802円  3. 5.21 総合評価 9430159
円
14 水文観測機器設置（石狩大橋外）一式 購入等 一般  3. 8.18 ㈱拓和 東京
都千代田区内神田１丁目４番15号 69300000円  3. 6.11 最低価格 70092000円

〇支出負担行為担当官 北海道開発局小樽開発建設部長 遠藤 達哉 （北海道小樽市潮見台１丁目
15番５号）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
14 小樽港外 みなとカメラ製造及び据付調整 一式 購入等 一般  3. 8.19 
きっと満足㈱ 東京都千代田区永田町２丁目17番５号 54780000円  3. 6.28 最低価格
64922000円

〇支出負担行為担当官 東京航空局長 藤田 礼子 （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 庄内空港庁舎受配電設備外３件製造据付 購入等 一般  3. 8.30 富士電機株
式会社 東京都品川区大崎一丁目11番２号 107800000円  3. 6.29 最低価格 
127357160円

〇支出負担行為担当官 東北地方整備局長 稲田 雅裕 （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
71、27 パーソナルコンピュータ賃貸借及び保守（2202）一式 借入 一般 
3. 8.18 ㈱エフコム 福島県郡山市堤下町13番８号 282937270円  3. 6. 4 総合評
価
71、27 サーバ賃貸借及び保守（2112）一式 借入 一般  3. 8.18 ㈱ＪＥＣＣ
東京都千代田区丸の内３丁目４番１号 549741500円  3. 6. 4 総合評価

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３年度 中部地方整備局河川情報システム製造一式 購入等 一般  3. 8.19
東芝インフラシステムズ株式会社中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅１１３ 

79200000円  3. 6. 3 最低価格 80465000円
17 パトロールカー交換購入 購入等 一般  3. 8.19 株式会社山口商会 三重県
津市岩田２番８号 17835680円  3. 6.18 最低価格 21021280円
17 小型除雪車交換購入 購入等 一般  3. 8.19 株式会社ＮＩＣＨＩＪＯ大阪支
社 大阪市淀川区西中島５丁目５番15号 31808260円  3. 6.18 最低価格 33650760
円
26 令和３年度 名古屋合同庁舎第２号館で使用する電気 購入等 一般  3. 8.20
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番地 93868637円  3. 6.21
最低価格 107717657円

〇支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 東川 直正 （大阪府大阪市中央区大手前１５44
大阪合同庁舎第１号館）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
41 大野油坂道路荒島第２トンネル消火設備新設工事 購入等 一般  3. 8.25 株
式会社 ミゾタ 佐賀県佐賀市伊勢町15番１号 1463000000円  3. 4.13 総合評価 
1542288000円
41 熊野川成川・池田地区河道浚渫工事 購入等 一般  3. 9. 3 東洋建設株式会
社大阪本店 大阪府大阪市中央区高麗橋４丁目１番１号 1027400000円  3. 4.27 総合
評価 1116709000円

〇支出負担行為担当官 大阪航空局長 酒井 洋一 （大阪府大阪市中央区大手前４１76）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
16 那覇空港統合庁舎昇降機設備（製造・設置・調整） 購入等 随意  3. 8.23 
フジテック株式会社沖縄支店 沖縄県那覇市久茂地３25６ 61600000円  3. 5.26 
ａ「不落」 62105000円
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