
（別紙様式３）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の称号
又は名称及び住所

法人番号
一般競争入札・指名

競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率 備考

緊急連絡・安否及び参集行動確認サービス提供業務

支出負担行為担当官
近畿地方整備局長　黒川　純一良
大阪府大阪市中央区大手前１丁目５番４４号　大阪合同庁舎第１
号館

平成30年8月3日
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
東京都千代田区内幸町１丁目１番６号

7010001064648 一般競争契約 3,006,720 3,006,720 100%

多重無線通信装置（名張回線他）製造及び据付調整１式

支出負担行為担当官
近畿地方整備局長　黒川　純一良
大阪府大阪市中央区大手前１丁目５番４４号　大阪合同庁舎第１
号館

平成30年8月9日
株式会社有電社
東京都渋谷区千駄ヶ谷１丁目５番６号

1011001023797
一般競争契約
（総合評価） 300,045,600 284,040,000 94%

近畿技術事務所電話交換装置製造及び据付調整１式

支出負担行為担当官
近畿地方整備局長　黒川　純一良
大阪府大阪市中央区大手前１丁目５番４４号　大阪合同庁舎第１
号館

平成30年8月31日
扶桑電通株式会社
東京都中央区築地５丁目４番１８号

6010001055706 一般競争契約 44,226,000 35,532,000 80%

彦根管内特殊雪寒機械整備業務
分任支出負担行為担当官
滋賀国道事務所長　国土交通技官　　　　　　　竹内　勇喜
滋賀県大津市竜が丘４－５

平成30年8月30日
彦根相互トラック株式会社
滋賀県彦根市地蔵町２１０番地

9160001008646 一般競争契約 8,876,790 6,428,565 72%
単価契約
予定調達総額
6,428,565円

堅田管内特殊雪寒機械整備業務
分任支出負担行為担当官
滋賀国道事務所長　国土交通技官　　　　　　　竹内　勇喜
滋賀県大津市竜が丘４－５

平成30年8月31日
有限会社山方モータース
滋賀県高島市新旭町熊野本１０４６

6160002011569 一般競争契約 4,628,676.96 3,400,898 73%
単価契約
予定調達総額
3,400,898円

多重無線通信装置（上牧回線）製造及び据付調整１式
分任支出負担行為担当官
淀川河川事務所長　国土交通技官　　　　　　　東出　成記
大阪府枚方市新町２－２－１０

平成30年8月27日
岸本無線工業株式会社
大阪府大阪市城東区蒲生２－７－１０

1120001014622 一般競争契約 13,392,000 12,852,000 95%

蓄電池購入
分任支出負担行為担当官
淀川河川事務所長　国土交通技官　　　　　　　東出　成記
大阪府枚方市新町２－２－１０

平成30年8月28日
京都電業株式会社
京都市右京区西院六反田町５３

6130001002349 一般競争契約 6,404,400 1,598,400 24%

水質自動監視装置（Ｋ－８２型Ｓ）購入
分任支出負担行為担当官
大和川河川事務所長　国土交通技官　　　　　　　崎谷　和貴
大阪府藤井寺市川北３－８－３３

平成30年8月24日
株式会社ジェイ・サイエンス関西　大阪支店
大阪府吹田市江坂町１－８－２２

1120901006768 一般競争契約 10,311,840 8,856,000 85%

平成３０年度猪名川管内危機管理型水位計購入・設置
分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局　猪名川河川事務所長　 山口  崇
大阪府池田市上池田２－２－３９

平成30年8月10日
株式会社拓和　大阪支店
大阪府大阪市北区西天満３－１－６

7010001022589 一般競争契約 4,288,426 2,268,000 52%

猪名川管内災害対策機械点検等業務
分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局　猪名川河川事務所長　 山口  崇
大阪府池田市上池田２－２－３９

平成30年8月16日
関西ロードサービス株式会社
大阪府池田市神田２－２１－２５

6120901019492 一般競争契約 1,144,800 1,004,400 87%

猪名川管内多重無線通信装置（園田回線）製造及び据付調
整１式

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局　猪名川河川事務所長　 山口  崇
大阪府池田市上池田２－２－３９

平成30年8月27日
岸本無線工業株式会社
大阪府大阪市城東区蒲生２－７－１０

1120001014622 一般競争契約 16,200,000 15,120,000 93%

豊岡河川国道事務所管内記録他収集業務
分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局
豊岡河川国道事務所長　増田　安弘
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成30年8月15日
一般社団法人近畿建設協会
大阪府大阪市中央区大手前１丁目７番３１号大阪
マーチャンダイズ

8120005003053 一般競争契約 4,298,400 3,024,000 70%

燃料重油他購入
分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局
豊岡河川国道事務所長　増田　安弘
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成30年8月23日
株式会社ジェイ・アクロス
兵庫県豊岡市昭和町７－５７

7140001056459 一般競争契約 6,429,996 6,364,030 98%
単価契約
予定調達総額
6,364,029円

姫路河川国道事務所管内低濃度ＰＣＢ処理作業
分任支出負担行為担当官
姫路河川国道事務所長　国土交通技官　　　　　　　信田　智
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成30年8月31日
株式会社クレハ環境
福島県いわき市錦町四反田３０番地

7380001012792 一般競争契約 4,685,040 1,620,000 34%

六甲砂防事務所管内雨量計７台更新作業
分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局　六甲砂防事務所長　国土交通技官　田中　秀基
兵庫県神戸市東灘区住吉東町３丁目１３番１５号

平成30年8月20日
株式会社関西電子計測
兵庫県姫路市豊富町御蔭３２７８－１３

5140001058267 一般競争契約 3,218,400 1,404,000 43%

六甲砂防事務所　行政文書整理等業務
分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局　六甲砂防事務所長　国土交通技官　田中　秀基
兵庫県神戸市東灘区住吉東町３丁目１３番１５号

平成30年8月28日
株式会社カンプリ
大阪府高槻市芝生町２－５２－１０

3120901010677 一般競争契約 6,372,000 3,985,200 62%

六甲砂防事務所カラープロッター１台賃貸借及び保守（Ｈ３０）
分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局　六甲砂防事務所長　国土交通技官　田中　秀基
兵庫県神戸市東灘区住吉東町３丁目１３番１５号

平成30年8月31日
協和テクノロジィズ株式会社
大阪府大阪市北区中崎１－２－２３

9120001062993 一般競争契約 36,288 33,048 91%
単価契約
予定調達総額
1,741,824円

平成３０年度兵庫国道事務所管内低濃度ＰＣＢ処理作業
分任支出負担行為担当官
兵庫国道事務所長　国土交通技官　日野　雅仁
兵庫県神戸市中央区波止場町３－１１

平成30年8月6日
エコシステム小坂株式会社

8410001006773 一般競争契約 6,897,312 1,782,000 25%

兵庫国道事務所ＰＣＢ廃棄物運送作業
分任支出負担行為担当官
兵庫国道事務所長　国土交通技官　日野　雅仁
兵庫県神戸市中央区波止場町３－１１

平成30年8月10日
山九株式会社
福岡県北九州市門司区港町６番７号

7290801005328 指名競争契約 1,203,120 853,200 70%

小型トラック１台交換
分任支出負担行為担当官
紀伊山系砂防事務所長　国土交通技官　　吉村　元吾
奈良県五條市三在町１６８１

平成30年8月30日
西本自動車工業
奈良県吉野郡吉野町大字丹治５１番地

-
一般競争契約
（総合評価） 3,941,191 3,109,986 78%

奈良国道事務所事業パンフレット等修正印刷業務
分任支出負担行為担当官
奈良国道事務所長　原　久弥
奈良県奈良市大宮町３－５－１１

平成30年8月9日
株式会社デジタルマップス
大阪府大阪市鶴見区緑１－５－７

5120001015625 一般競争契約 2,343,600 1,350,000 57%

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）



（別紙様式３）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の称号
又は名称及び住所

法人番号
一般競争入札・指名

競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率 備考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

すさみ串本道路和深地区他不動産表示登記等業務
分任支出負担行為担当官
紀南河川国道事務所長　国土交通技官　　　　　　　堤　英彰
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成30年8月9日
一般社団法人きんき公共嘱託登記土地家屋調査士
協会
和歌山県有田郡有田川町大字熊井７６０－１

2170005002865 一般競争契約 4,458.24 982.80 22%
単価契約
予定調達総額
2,495,519円

すさみ串本道路有田地区他不動産表示登記等業務
分任支出負担行為担当官
紀南河川国道事務所長　国土交通技官　　　　　　　堤　英彰
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成30年8月23日
一般社団法人きんき公共嘱託登記土地家屋調査士
協会
和歌山県有田郡有田川町大字熊井７６０－１

2170005002865 一般競争契約 4,458.24 982.8 22%
単価契約
予定調達総額
2,725,982円

すさみ串本道路里野地区他不動産表示登記等業務
分任支出負担行為担当官
紀南河川国道事務所長　国土交通技官　　　　　　　堤　英彰
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成30年8月30日

一般社団法人ヤマト公共嘱託登記土地家屋調査士
協会
奈良県大和郡山市城町１６４４－１　サンコート城庄Ｂ
－１０１

9150005007843 一般競争契約 4,458.24 949.32 21%
単価契約
予定調達総額
3,348,000円

杉津・新道基地区間除雪トラック他点検整備業務
分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
福井河川国道事務所長　　嶋田　博文
福井県福井市花堂南２－１４－７

平成30年8月31日
株式会社日光トラックス
福井県敦賀市道口１４－７

7210001014418 一般競争契約 5,893,560 5,422,075.2 91%
単価契約
予定調達総額
5,422,075円

金山・山中基地区間除雪トラック他点検整備業務
分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
福井河川国道事務所長　　嶋田　博文
福井県福井市花堂南２－１４－７

平成30年8月31日
株式会社日光トラックス
福井県敦賀市道口１４－７

7210001014418 一般競争契約 4,106,700 3,778,164 92%
単価契約
予定調達総額
3,778,164円

鯖江・大良基地区間除雪トラック他点検整備業務
分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
福井河川国道事務所長　　嶋田　博文
福井県福井市花堂南２－１４－７

平成30年8月31日
北陸川崎産業株式会社
福井県福井市大町２－９０１

4210001003448 一般競争契約 4,252,786.2 3,467,656.44 81%
単価契約
予定調達総額
3,467,656円

熊坂・福井維持・勝山基地区間除雪トラック他点検整備業務
分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
福井河川国道事務所長　　嶋田　博文
福井県福井市花堂南２－１４－７

平成30年8月31日
北陸川崎産業株式会社
福井県福井市大町２－９０１

4210001003448 一般競争契約 6,106,417.2 4,979,078.64 81%
単価契約
予定調達総額
4,979,078円

局地的豪雨探知システムサーバ他購入
分任支出負担行為担当官
淀川ダム統合管理事務所長　国土交通技官　　　成宮　文彦
大阪府枚方市山田池北町１０－１

平成30年8月28日
株式会社大塚商会　ＬＡ関西営業部
東京都千代田区飯田橋２丁目１８番４号

1010001012983 一般競争契約 5,230,224 4,162,536 79%

大滝ダム情報施設見学設備整備作業

分任支出負担行為担当官
紀の川ダム統合管理事務所長　国土交通技官　　　　　　　柳瀬
勝久
奈良県五條市三在町１６８１

平成30年8月27日
日本メディアコンサルティング株式会社
大阪府大阪市淀川区西中島６－２－３　チサン第７新
大阪ビル９２６

8120001137053 一般競争契約 4,341,600 4,298,400 99%

国営飛鳥歴史公園事務所管内空調設備等点検業務
分任支出負担行為担当官
国営飛鳥歴史公園事務所長　国土交通技官　　　　　　　松本　浩
奈良県高市郡明日香村大字平田５３８

平成30年8月20日
近鉄ビルサービス株式会社　奈良支店
奈良市富雄元町３－１－３９

7120001014708 一般競争契約 8,618,400 8,100,000 93%

国営飛鳥歴史公園事務所管内消防用設備等点検業務
分任支出負担行為担当官
国営飛鳥歴史公園事務所長　国土交通技官　　　　　　　松本　浩
奈良県高市郡明日香村大字平田５３８

平成30年8月29日
近鉄ビルサービス株式会社
奈良市富雄元町３－１－３９

7120001014708 一般競争契約 2,462,400 2,214,000 89%

国営飛鳥歴史公園事務所機械設備点検整備業務
分任支出負担行為担当官
国営飛鳥歴史公園事務所長　国土交通技官　　　　　　　松本　浩
奈良県高市郡明日香村大字平田５３８

平成30年8月30日
株式会社サニコン
大阪府堺市北区百舌鳥陵南町３－３４５

7120101002950 一般競争契約 1,026,000 432,000 42%

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


