
（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

凍結防止剤（塩化ナトリウム）２，７２０ｔ外５点購入

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11月8日
株式会社日吉
滋賀県近江八幡市北之庄町９０８番地

4160001010945 一般競争契約 103,071,420 102,319,200 99.27%
単価契約
予定調達総額
103,071,420円

緊急自動車１台交換
分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局大戸川ダム工事事務所長　　松田　晋次
滋賀県大津市大萱１－１９－３２

平成30年11月15日
株式会社カーマスター草津
滋賀県草津市山寺町２５２－１

2160001013173 一般競争契約 3,299,678 3,250,000 98.49%

滋賀国道事務所行政文書管理等業務
分任支出負担行為担当官
滋賀国道事務所長　竹内　勇喜
滋賀県大津市竜が丘４－５

平成30年11月12日
日本レコードマネジメント株式会社
東京都千代田区鍛冶町２－９－１２

3010001033961 一般競争契約 13,845,600 11,016,000 79.56%

福知山河川国道事務所文書整理支援業務
分任支出負担行為担当官
福知山河川国道事務所長　久内　伸夫
京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

平成30年11月19日
三展ミネコンサルタント株式会社
茨城県土浦市桜町４－１１－１４

1050001010315 一般競争契約 11,685,600 8,478,000 72.55%

無停電電源装置用蓄電池購入
分任支出負担行為担当官
淀川河川事務所長　東出　成記
大阪府枚方市新町２－２－１０

平成30年11月6日
古河電池株式会社
大阪府大阪市北区堂島浜２－１－２９

7020001010527 一般競争契約 5,605,200 1,026,000 18.30%

小型トラック３台交換購入
分任支出負担行為担当官
淀川河川事務所長　東出　成記
大阪府枚方市新町２－２－１０

平成30年11月7日
日産大阪販売株式会社
大阪府大阪市西区南堀江３－１４－２２

6120001113923
一般競争契約
（総合評価） 4,680,471 3,244,761 69.32%

淀川河川事務所行政文書整理等業務
分任支出負担行為担当官
淀川河川事務所長　東出　成記
大阪府枚方市新町２－２－１０

平成30年11月8日
三展ミネコンサルタント株式会社
茨城県土浦市桜町４－１１－１４

1050001010315 一般競争契約 12,150,000 6,966,000 57.33%

大和川河川事務所事務用椅子購入
分任支出負担行為担当官
大和川河川事務所長　崎谷　和貴
大阪府藤井寺市川北３－８－３３

平成30年11月14日
有限会社清水正商店
大阪府大阪市西区阿波座２－２－２１

9120002022014 一般競争契約 5,127,722 3,024,000 58.97%

水質自動監視装置購入
分任支出負担行為担当官
大和川河川事務所長　崎谷　和貴
大阪府藤井寺市川北３－８－３３

平成30年11月16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 8,980,200 8,856,000 98.61%

大和川管内上流危機管理型水位計購入・設置
分任支出負担行為担当官
大和川河川事務所長　崎谷　和貴
大阪府藤井寺市川北３－８－３３

平成30年11月28日
日油技研工業株式会社　営業本部
埼玉県川越市的場新町２１－２

7030001055356 一般競争契約 8,089,200 4,860,000 60.08%

大和川管内中流危機管理型水位計購入・設置
分任支出負担行為担当官
大和川河川事務所長　崎谷　和貴
大阪府藤井寺市川北３－８－３３

平成30年11月28日
日油技研工業株式会社　営業本部
埼玉県川越市的場新町２１－２

7030001055356 一般競争契約 8,089,200 5,670,000 70.09%

大和川管内下流危機管理型水位計購入・設置
分任支出負担行為担当官
大和川河川事務所長　崎谷　和貴
大阪府藤井寺市川北３－８－３３

平成30年11月28日
株式会社共和電業　大阪営業所
大阪府大阪市北区野崎町７－８

6012401007567 一般競争契約 8,089,200 5,756,400 71.16%

西成アンダーパス排水設備他点検整備業務
分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局大阪国道事務所長　久保　和幸
大阪府大阪市城東区今福西２－１２－３５

平成30年11月5日
近畿設備株式会社
大阪府大阪市北区天満３－９－６

3120001063056 一般競争契約 16,772,400 16,200,000 96.58%

落下物対策新聞広告業務
分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局大阪国道事務所長　久保　和幸
大阪府大阪市城東区今福西２－１２－３５

平成30年11月13日
株式会社産經アドス
大阪府大阪市浪速区湊町２丁目１番５７号

1120001064320 一般競争契約 13,562,713 9,882,000 72.86%

大阪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
近畿地方整備局大阪国道事務所長　久保　和幸
大阪府大阪市城東区今福西２－１２－３５

平成30年11月13日
三池製錬株式会社
福岡県大牟田市新開町２番地１

3290001054088 一般競争契約 14,004,900 3,931,200 28.07%

猪名川管内観測所直流電源装置購入及び据付調整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11月13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 6,382,800 5,756,400 90.18%

猪名川河川事務所文書整理支援業務
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11月20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 3,380,400 1,188,000 35.14%

燃料重油購入
分任支出負担行為担当官
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11月29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 6,285,600 6,285,600 100.00%
単価契約
予定調達総額
6,285,600円

姫路河川国道事務所除雪機械等消耗部品購入
分任支出負担行為担当官
姫路河川国道事務所長　信田　智
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成30年11月2日
有限会社共栄綜合自動車工業
兵庫県宍粟市山崎町杉ヶ瀬３１１－１

8140002032573 一般競争契約 133,920 127,440 95.16%
単価契約
予定調達総額
4,046,994円

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

平成30年11月5日
日本通運株式会社神戸支店
兵庫県神戸市中央区浜辺通４－１－２１

4010401022860 一般競争契約 1,141,776 810,000 70.94%

加古川洪水予測システムサーバ更新業務
分任支出負担行為担当官
姫路河川国道事務所長　信田　智
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成30年11月26日
いであ株式会社
大阪市住之江区南港北１－２４－２２

7010901005494 一般競争契約 3,931,200 3,121,200 79.39%

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）

六甲砂防事務所　緊急自動車３台交換
分任支出負担行為担当官
六甲砂防事務所長　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11月16日
日産プリンス兵庫販売株式会社
兵庫県神戸市灘区烏帽子町３－３－１１

2140001028801
一般競争契約
（総合評価） 12,812,791 12,585,990 98.22%

奈良国道事務所行政文書等管理改善業務
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11月6日
日本レコードマネジメント株式会社
東京都千代田区鍛冶町２－９－１２　神田徳力ビル５
Ｆ

3010001033961 一般競争契約 11,253,600 10,206,000 90.69%

奈良国道事務所雪害対策他新聞広告業務
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11月22日
株式会社奈良新聞社
奈良県奈良市法華寺町２－４

2150001001708 一般競争契約 4,174,869 2,865,240 68.63%

紀の川上流域危機管理型水位計購入
分任支出負担行為担当官
和歌山河川国道事務所長　小澤　盛生
和歌山県和歌山市西汀丁１６

平成30年11月6日
応用地質株式会社
和歌山県和歌山市有田屋町南ノ丁４０

2010001034531 一般競争契約 9,612,000 5,270,400 54.83%

福井河川国道事務所除雪用建設機械消耗部品購入
分任支出負担行為担当官
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11月8日
株式会社中島建機
福井県福井市下六条町３５－２５－１

5210001002572 一般競争契約 4,980,247 3,873,349 77.77%

雪害対策新聞掲載業務
分任支出負担行為担当官
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11月26日
株式会社讀賣連合広告社
大阪府大阪市北区野崎町５－９

3120001071843 一般競争契約 3,399,300 2,912,760 85.68%

木津川上流河川事務所緊急自動車１台購入
分任支出負担行為担当官
木津川上流河川事務所長　田中　徹
三重県名張市木屋町８１２－１

平成30年11月6日
小川整備株式会社
三重県伊賀市小田町７４３番地の２

5190001008416 一般競争契約 3,273,731 3,225,910 98.53%

木津川上流危機管理型水位計設置業務
分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
木津川上流河川事務所長　田中　徹
三重県名張市木屋町８１２－１

平成30年11月22日
株式会社三弘

6180001036128 一般競争契約 4,914,000 4,860,000 98.90%

直流電源装置製造及び据付調整１式
分任支出負担行為担当官
淀川ダム統合管理事務所長　成宮　文彦
大阪府枚方市山田池北町１０－１

平成30年11月27日
株式会社ケイディーエス
大阪府大阪市城東区新喜多１丁目２番７－２５０７号

1120001016346 一般競争契約 5,475,600 4,741,200 86.58%

真名川ダム流木リサイクル設備薪割機製造及び据付調整一
式

分任支出負担行為担当官
九頭竜川ダム統合管理事務所長　伊藤　太一
福井県大野市中野２９－２８

平成30年11月14日
山二工業株式会社
福井県大野市春日１６１－１２－１

5210001009956 一般競争契約 2,041,200 1,987,200 97.35%

プロッター等賃貸借及び保守
分任支出負担行為担当官
国営明石海峡公園事務所長　北村　智顕
兵庫県神戸市中央区海岸通２９

平成30年11月27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 50,112 44,496 88.79%
単価契約
予定調達総額
2,597,806円

（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。


