（別紙様式３）

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）
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

大阪合同庁舎第１号館外１ヶ所総合管理業務

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31年4月1日

日東カストディアル・サービス株式会社
東京都板橋区中丸町１４番１号

近畿地方整備局車両管理業務

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31年4月1日

株式会社セノン
大阪府大阪市北区中之島３－３－３ 中之島ビル２０
階

3011101023258

支出負担行為担当官
大阪合同庁舎第１号館廃プラスチック類等産業廃棄物搬出処
近畿地方整備局長 黒川 純一良
分業務
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31年4月1日

淀川河川事務所車両管理業務

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

債権管理システム（ＣＲＭＳ）運用支援業務

物品役務等の名称及び数量

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

9011401005058 一般競争契約

158,209,200

152,280,000

96%

一般競争契約
（総合評価）

3,668,932.8

3,477,600

94%

単価契約
予定調達総額
3,220,000円

株式会社カンポ
京都府京都市伏見区羽束師古川町２３３

5130001014163 一般競争契約

31,379.4

21,276

67%

単価契約
予定調達総額
709,200円

平成31年4月1日

日本道路興運株式会社
大阪市中央区上町Ａ－１２建設保証ビル

7011101016571

一般競争契約
（総合評価）

8,949,533.4

7,678,800

85%

単価契約
予定調達総額
8,286,605円

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31年4月1日

ＴＤＣフューテック株式会社
東京都品川区東大井２丁目１３番８号

5010401012984 一般競争契約

37,540,800

37,260,000

99%

競争参加資格審査申請書受付審査等業務

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31年4月1日

一般社団法人近畿建設協会
大阪府枚方市新町１－１２－１

8120005003053 一般競争契約

7,592,400

4,676,400

61%

自動車用燃料購入（近畿地方整備局管内）単価契約

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31年4月1日

東洋カーマックス株式会社
大阪府大阪市北区西天満４－８－１７

7120001067771 一般競争契約

5,719,448.88

5,497,610

96%

単価契約
予定調達総額
5,295,786円

きんき号維持管理運航業務

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31年4月1日

中日本航空株式会社 大阪支店
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地

3180001031924 一般競争契約

337,362,676.92

335,880,000

99%

単価契約
予定調達総額
140,269,000円

映像情報収集提供業務

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31年4月1日

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西
大阪府大阪市北区堂島３－１－２１

4120001054120 一般競争契約

5,627,232

5,542,560

98%

近畿地方整備局電気通信施設保守業務

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31年4月1日

株式会社ケーネス
大阪府大阪市中央区内本町２－４－１６ オフィス
ポート内本町８階

8010401009458

一般競争契約
（総合評価）

106,207,200

105,840,000

99%

平成３１年度河川情報精度監視業務

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31年4月1日

一般財団法人河川情報センター
東京都千代田区麹町１－３ ニッセイ半蔵門ビル

3010005000132

一般競争契約
（総合評価）

777,643,200

775,440,000

99%

経営事項審査申請書他データ入力業務

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31年4月1日

株式会社東海
愛知県名古屋市中区松原２丁目５番６号

7180001038503 一般競争契約

335.88

125

37%

単価契約
予定調達総額
1,240,180円

近畿地方整備局車両点検整備等作業

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31年4月3日

天満自動車工業株式会社
大阪府大阪市北区天満２－５－１

2120001067537 一般競争契約

1,622,209.68

1,373,954

84%

単価契約
予定調達総額
1,502,046円

ＣＣＭＳ（事業執行管理システム）改良等業務

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31年4月5日

東芝デジタルソリューションズ株式会社
大阪府大阪市北区大淀中１－１－３０

7010401052137 一般競争契約

98,712,000

97,200,000

98%

平成３１年度証拠書製本（単価契約）

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31年4月9日

株式会社フォーラムＫ
大阪府大阪市北区茶屋町８－２９

3120001140292 一般競争契約

1,229,866.2

898,560

73%

単価契約
予定調達総額
1,138,765円

事務用消耗品購入（近畿地方整備局管内）単価契約

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31年4月10日

石元商事株式会社
大阪府大阪市中央区平野町２丁目２番８号

9120001074460 一般競争契約

912.6

622

68%

単価契約
予定調達総額
48,000,000円

定期刊行物購入（近畿地方整備局管内）単価契約

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31年4月10日

株式会社かんぽう
大阪府大阪市西区江戸堀１丁目２番１４号

7120001042411 一般競争契約

14,902,954.56

11,552,139

77%

単価契約
予定調達総額
13,799,032円

近畿地方整備局研究発表会運営支援業務

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31年4月12日

ＡＣＥ株式会社
大阪府茨木市南春日丘４－１－１９

1120901013319 一般競争契約

6,966,000

4,082,400

58%

電子複写等

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31年4月17日

株式会社田村コピー 大阪中央支店
大阪府大阪市中央区安土町３－４－１６ 船場オーセ 8140001049965 一般競争契約
ンビル１Ｆ

291.6

74

25%

大規模津波防災総合訓練会場運営業務

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31年4月22日

西尾レントオール株式会社
大阪府大阪市中央区東心斎橋１丁目１１番１７号

8120001086432 一般競争契約

53,924,400

39,420,000

73%

ホームページサーバアクセス集中対策サービス（Ｈ３１）

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31年4月25日

株式会社インターネットイニシアティブ
東京都千代田区富士見２－１０－２

6010001011147 一般競争契約

248,400

248,400

100%

単価契約
予定調達総額
22,000,000円

単価契約
予定調達総額
2,760,000円

（別紙様式３）

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）
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

琵琶湖河川事務所管内で使用する電気

分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所長 堀田 伸之
滋賀県大津市黒津４－５－１

平成31年4月1日

関西電力株式会社
大阪府大阪市北区中之島３丁目６番１６号

3120001059632 一般競争契約

23,398,478.64

16,426,312

70%

単価契約
予定調達総額
15,209,549円

琵琶湖河川事務所パソコン・ネットワークサポート業務

分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所長 堀田 伸之
滋賀県大津市黒津４－５－１

平成31年4月1日

株式会社メディア・クラフト
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目１８番１号

6180001065671 一般競争契約

8,956,794

8,904,600

99%

琵琶湖河川事務所庁舎管理等業務

分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所長 堀田 伸之
滋賀県大津市黒津４－５－１

平成31年4月1日

株式会社テクノス総合メンテナンスサービス
滋賀県草津市若竹町８－３８

8160001013671 一般競争契約

16,869,600

10,110,096

59%

琵琶湖河川事務所車両管理業務

分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所長 堀田 伸之
滋賀県大津市黒津４－５－１

平成31年4月1日

日本道路興運株式会社 大阪支店
東京都新宿区西新宿６丁目６番３号

7011101016571

一般競争契約
（総合評価）

4,144,178.16

3,456,000

83%

琵琶湖河川事務所管内船舶定期点検整備業務

分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所長 堀田 伸之
滋賀県大津市黒津４－５－１

平成31年4月1日

株式会社杢兵衛造船所
滋賀県大津市今堅田１－２－２０

4160001001960 一般競争契約

4,201,200

4,158,000

98%

瀬田川洗堰ゲート設備点検整備業務

分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所長 堀田 伸之
滋賀県大津市黒津４－５－１

平成31年4月1日

佐藤鉄工株式会社 大阪営業所
大阪府大阪市西区靱本町１－９－１５

3230001006466 一般競争契約

74,962,800

74,520,000

99%

琵琶湖河川管内樋門等ゲート設備点検整備業務

分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所長 堀田 伸之
滋賀県大津市黒津４－５－１

平成31年4月1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

5,032,800

4,104,000

81%

琵琶湖河川事務所管内災害対策用機械整備業務

分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所長 堀田 伸之
滋賀県大津市黒津４－５－１

平成31年4月1日

株式会社ナエムラ自工
滋賀県愛知郡愛荘町島川１２７７番地

8160001008556 一般競争契約

1,574,672.4

1,430,328

90%

単価契約
予定調達総額
1,612,127円

琵琶湖河川事務所管内自動車整備業務

分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所長 堀田 伸之
滋賀県大津市黒津４－５－１

平成31年4月1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

2,844,072

2,637,876

92%

単価契約
予定調達総額
3,119,856円

琵琶湖河川事務所電気通信施設保守業務

分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所長 堀田 伸之
滋賀県大津市黒津４－５－１

平成31年4月1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
（総合評価）

69,206,400

69,120,000

99%

琵琶湖河川事務所船舶運航業務

分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所長 堀田 伸之
滋賀県大津市黒津４－５－１

平成31年4月4日

一般社団法人近畿建設協会 琵琶湖支所
大津市南郷５－９－１ ローダック２１琵琶湖ビル

8120005003053 一般競争契約

6,717,600

6,696,000

99%

琵琶湖河川事務所清掃点検等業務

分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所長 堀田 伸之
滋賀県大津市黒津４－５－１

平成31年4月8日

有限会社フォワード
大阪府岸和田市稲葉町１７１９番地１号

4120102024393 一般競争契約

8,223,552

7,827,840

95%

単価契約
予定調達総額
7,248,000円

琵琶湖河川事務所電子複写・製本等

分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所長 堀田 伸之
滋賀県大津市黒津４－５－１

平成31年4月16日

株式会社ソーゴー
滋賀県大津市大江４丁目４番１号

8160001001148 一般競争契約

2,160

432

20%

単価契約
予定調達総額
745,001円

平成３１年度大戸川ダム工事事務所で使用する電気

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31年4月1日

関西電力株式会社
大阪府大阪市北区中之島３丁目６番１６号

3120001059632 一般競争契約

2,674,247.4

1,802,597

67%

単価契約
予定調達総額
2,476,155円

大戸川ダム工事事務所受付案内等業務

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31年4月1日

東和警備保障株式会社
滋賀県草津市西渋川１－１１－３

4160001012999 一般競争契約

4,600,800

3,772,656

82%

分任支出負担行為担当官
大戸川ダム工事事務所行政情報パソコン・ネットワークサポー
近畿地方整備局大戸川ダム工事事務所長 松田 晋次
ト業務
滋賀県大津市大萱１－１９－３２

平成31年4月1日

日本アクセス株式会社
大阪府大阪市北区太融寺町５－１５ 梅田イーストビ
ル７階

6120001072698 一般競争契約

4,637,915

4,600,800

99%

大戸川ダム工事事務所庁舎清掃等業務

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31年4月1日

株式会社美津和商会
滋賀県栗東市安養寺一丁目１２－２

4130001018974 一般競争契約

2,311,200

2,022,840

87%

単価契約
予定調達総額
1,873,000円

大戸川ダム工事事務所車両管理業務

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31年4月1日

日本道路興運株式会社
大阪市中央区上町Ａ－１２建設保証ビル

7011101016571

一般競争契約
（総合評価）

1,054,861.92

864,000

81%

単価契約
予定調達総額
11,720,688円

大戸川ダム工事事務所電気通信施設保守業務

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31年4月1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

3,564,000

2,732,400

76%

滋賀国道事務所パソコン・ネットワークサポート業務

分任支出負担行為担当官
滋賀国道事務所長 森本 和寛
滋賀県大津市竜が丘４－５

平成31年4月1日

日本アクセス株式会社
大阪府大阪市北区太融寺町５－１５ 梅田イーストビ
ル７階

6120001072698 一般競争契約

9,106,784

9,072,000

99%

滋賀国道事務所車両管理業務

分任支出負担行為担当官
滋賀国道事務所長 森本 和寛
滋賀県大津市竜が丘４－５

平成31年4月1日

日本道路興運株式会社 大阪支店
大阪市中央区上町Ａ－１２建設保証ビル

7011101016571

一般競争契約
（総合評価）

4,780,877.04

3,985,200

83%

単価契約
予定調達総額
41,472,000円

単価契約
予定調達総額
47,822,400円

（別紙様式３）

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）
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

滋賀国道事務所庁舎警備等業務

分任支出負担行為担当官
滋賀国道事務所長 森本 和寛
滋賀県大津市竜が丘４－５

平成31年4月1日

東和警備保障株式会社
滋賀県草津市西渋川１－１１－３

4160001012999 一般競争契約

16,869,600

10,627,200

62%

単価契約
予定調達総額
10,627,200円

滋賀国道事務所庁舎清掃等業務

分任支出負担行為担当官
滋賀国道事務所長 森本 和寛
滋賀県大津市竜が丘４－５

平成31年4月1日

有限会社フォワード
大阪府岸和田市稲葉町１７１９－１

4120102024393 一般競争契約

7,927,200

5,798,736

73%

単価契約
予定調達総額
5,798,736円

滋賀国道事務所管内で使用する電気

分任支出負担行為担当官
滋賀国道事務所長 森本 和寛
滋賀県大津市竜が丘４－５

平成31年4月1日

日立造船株式会社
東京都品川区南大井６丁目２６番３号

3120001031541 一般競争契約

64,149,161.76

42,452,184

66%

単価契約
予定調達総額
39,307,578円

滋賀国道管内トンネル換気設備等点検整備業務

分任支出負担行為担当官
滋賀国道事務所長 森本 和寛
滋賀県大津市竜が丘４－５

平成31年4月1日

東洋メンテナス株式会社
大阪府東大阪市本庄西１－１０－２４

9122001008919 一般競争契約

12,052,800

11,340,000

94%

滋賀国道管内道路排水設備点検整備業務

分任支出負担行為担当官
滋賀国道事務所長 森本 和寛
滋賀県大津市竜が丘４－５

平成31年4月1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

6,814,800

6,480,000

95%

滋賀国道管内庁舎機械設備等点検整備業務

分任支出負担行為担当官
滋賀国道事務所長 森本 和寛
滋賀県大津市竜が丘４－５

平成31年4月1日

株式会社ケイテック
滋賀県大津市晴嵐１－３－１５

8160001000661 一般競争契約

13,564,800

12,754,800

94%

長浜地区浄化槽等点検整備業務

分任支出負担行為担当官
滋賀国道事務所長 森本 和寛
滋賀県大津市竜が丘４－５

平成31年4月1日

有限会社伊香清掃センター
滋賀県長浜市木之本町木之本２１００－１

2160002007190 一般競争契約

4,438,800

3,996,000

90%

滋賀国道管内維持用車両点検整備業務

分任支出負担行為担当官
滋賀国道事務所長 森本 和寛
滋賀県大津市竜が丘４－５

平成31年4月1日

株式会社ナエムラ自工
滋賀県愛知郡愛荘町島川１２７７

8160001008556 一般競争契約

6,191,640

3,454,935

55%

単価契約
予定調達総額
3,199,014円

滋賀国道管内連絡車両等点検整備業務

分任支出負担行為担当官
滋賀国道事務所長 森本 和寛
滋賀県大津市竜が丘４－５

平成31年4月1日

株式会社ナエムラ自工
滋賀県愛知郡愛荘町島川１２７７

8160001008556 一般競争契約

2,965,248

1,685,743

56%

単価契約
予定調達総額
1,560,874円

滋賀国道事務所電気通信施設保守業務

分任支出負担行為担当官
滋賀国道事務所長 森本 和寛
滋賀県大津市竜が丘４－５

平成31年4月1日

株式会社ケーネス 関西支店
大阪府大阪市中央区内本町２－４－１６ オフィス
ポート内本町８階

8010401009458

一般競争契約
（総合評価）

98,766,000

98,280,000

99%

滋賀国道事務所電子複写等

分任支出負担行為担当官
滋賀国道事務所長 森本 和寛
滋賀県大津市竜が丘４－５

平成31年4月3日

株式会社京阪工技社
大阪府大阪市旭区高殿６ー１５ー１５

4120001000396 一般競争契約

21.6

6

27%

滋賀国道１６１号消融雪設備点検整備業務

分任支出負担行為担当官
滋賀国道事務所長 森本 和寛
滋賀県大津市竜が丘４－５

平成31年4月18日

福日機電株式会社
福井県福井市河増町９－１８－１

5210001003257 一般競争契約

31,352,400

30,240,000

96%

滋賀国道８号他消融雪設備点検整備業務

分任支出負担行為担当官
滋賀国道事務所長 森本 和寛
滋賀県大津市竜が丘４－５

平成31年4月18日

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪府大阪市北区同心１－７－１４

5120001073004 一般競争契約

18,327,600

16,740,000

91%

滋賀国道事務所管内表示登記等業務

分任支出負担行為担当官
滋賀国道事務所長 森本 和寛
滋賀県大津市竜が丘４－５

平成31年4月22日

一般社団法人みやこ公共嘱託登記土地家屋調査士
協会
奈良県宇陀市大宇陀下竹１７６－３

3150005007782 一般競争契約

17,505.72

3,269

18%

単価契約
予定調達総額
1,610,526円

堅田管内雪寒車両点検整備業務

分任支出負担行為担当官
滋賀国道事務所長 森本 和寛
滋賀県大津市竜が丘４－５

平成31年4月22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

7,202,520

4,165,149

57%

単価契約
予定調達総額
3,856,620円

草津管内雪寒車両点検整備業務

分任支出負担行為担当官
滋賀国道事務所長 森本 和寛
滋賀県大津市竜が丘４－５

平成31年4月25日

株式会社ナエムラ自工
滋賀県愛知郡愛荘町島川１２７７

8160001008556 一般競争契約

3,222,180

1,800,840

55%

単価契約
予定調達総額
1,667,445円

彦根管内雪寒車両点検整備業務

分任支出負担行為担当官
滋賀国道事務所長 森本 和寛
滋賀県大津市竜が丘４－５

平成31年4月25日

株式会社ナエムラ自工
滋賀県愛知郡愛荘町島川１２７７

8160001008556 一般競争契約

7,455,240

3,174,690

42%

単価契約
予定調達総額
2,939,528円

福知山河川国道事務所庁舎等清掃業務

分任支出負担行為担当官
福知山河川国道事務所長 矢野 則弘
京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

平成31年4月1日

株式会社ハヤシハウジング
大阪府堺市東区日置荘田中町３５２－２

6120101005806 一般競争契約

14,007,600

10,530,000

75%

分任支出負担行為担当官
福知山河川国道事務所行政情報パソコン・ネットワークサポー
福知山河川国道事務所長 矢野 則弘
ト業務
京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

平成31年4月1日

株式会社エクスネット
三重県度会郡南伊勢町切原３００－１

6190001011699 一般競争契約

9,222,148

9,180,000

99%

福知山河川国道事務所入退庁者整理等業務

分任支出負担行為担当官
福知山河川国道事務所長 矢野 則弘
京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

平成31年4月1日

株式会社丹新ビルサービス
京都府福知山市字長田小字大野上２０９３－８０

2130001041160 一般競争契約

13,662,000

10,238,400

74%

福知山河川国道事務所空調設備点検整備業務

分任支出負担行為担当官
福知山河川国道事務所長 矢野 則弘
京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

平成31年4月1日

株式会社丹新ビルサービス
京都府福知山市字長田小字大野上２０９３－８０

2130001041160 一般競争契約

9,946,800

4,428,000

44%

単価契約
予定調達総額
2,179,626円

（別紙様式３）

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）
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

福知山河川国道事務所車両管理業務

分任支出負担行為担当官
福知山河川国道事務所長 矢野 則弘
京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

平成31年4月1日

日本道路興運株式会社 大阪支店
大阪市中央区上町Ａ－１２建設保証ビル

7011101016571

一般競争契約
（総合評価）

4,096,627.92

3,412,800

83%

単価契約
予定調達総額
40,953,600円

福知山河川国道事務所複写・製本等（上半期）

分任支出負担行為担当官
福知山河川国道事務所長 矢野 則弘
京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

平成31年4月1日

株式会社ＮＣＰサプライ
京都府福知山市篠尾新町４－６８

6260001008052 一般競争契約

1,944

1,933

99%

単価契約
予定調達総額
9,498,408円

福知山河川国道事務所管内で使用する電気

分任支出負担行為担当官
福知山河川国道事務所長 矢野 則弘
京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

平成31年4月1日

関西電力株式会社
大阪府大阪市北区中之島３丁目６番１６号

3120001059632 一般競争契約

21,269,150.64

14,570,751

68%

単価契約
予定調達総額
19,693,658円

福知山河川国道事務所直轄管理樋門等設備点検整備業務

分任支出負担行為担当官
福知山河川国道事務所長 矢野 則弘
京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

平成31年4月1日

株式会社ヤマテック
京都府舞鶴市字吉坂寺屋敷１０５－６

2130001044139 一般競争契約

13,759,200

12,312,000

89%

福知山河川国道事務所電気通信施設保守業務

分任支出負担行為担当官
福知山河川国道事務所長 矢野 則弘
京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

平成31年4月1日

日本エレクトロニツクシステムズ株式会社
大阪府大阪市淀川区西中島５－５－１５

7120001072706

一般競争契約
（総合評価）

77,047,200

73,440,000

95%

国道９号散水融雪設備他点検整備業務

分任支出負担行為担当官
福知山河川国道事務所長 矢野 則弘
京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

平成31年4月1日

株式会社モリモト
兵庫県養父市八鹿町朝倉４０１－７

3140001046620 一般競争契約

8,100,000

8,100,000

100%

国道２７号散水融雪設備他点検整備業務

分任支出負担行為担当官
福知山河川国道事務所長 矢野 則弘
京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

平成31年4月1日

東洋メンテナス株式会社
大阪府東大阪市本庄西１－１０－２４

9122001008919 一般競争契約

11,761,200

10,800,000

91%

福知山河川国道事務所災害対策用機械操作業務

分任支出負担行為担当官
福知山河川国道事務所長 矢野 則弘
京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

平成31年4月1日

中小路建設株式会社
京都府福知山市字立原１３

9130001041195 一般競争契約

4,989,600

3,726,000

74%

福知山河川国道事務所自家用電気工作物保守業務

分任支出負担行為担当官
福知山河川国道事務所長 矢野 則弘
京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

平成31年4月1日

株式会社ケーネス
大阪府大阪市中央区内本町２－４－１６ オフィス
ポート内本町８階

8010401009458 一般競争契約

27,367,200

25,920,000

94%

福知山河川国道事務所車両点検整備業務

分任支出負担行為担当官
福知山河川国道事務所長 矢野 則弘
京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

平成31年4月1日

有限会社福知山モータース
京都府福知山市問屋町７０

6130002032840 一般競争契約

2,856,999.6

2,172,420

76%

単価契約
予定調達総額
2,172,420円

福知山河川国道事務所維持用車両点検整備業務

分任支出負担行為担当官
福知山河川国道事務所長 矢野 則弘
京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

平成31年4月1日

日通商事株式会社 大阪支店
福知山市土師小字沢居山１７４－４７

1010001025515 一般競争契約

8,474,760

7,195,262

84%

単価契約
予定調達総額
7,195,262円

福知山河川国道事務所小型乗用自動車賃貸借

分任支出負担行為担当官
福知山河川国道事務所長 矢野 則弘
京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

平成31年4月2日

株式会社トヨタレンタリース京都
京都府京都市南区吉祥院向田東町１６

6130001011291 一般競争契約

98,820

51,840

52%

単価契約
予定調達総額
3,093,120円

福知山河川国道事務所廃棄物収集運搬処理業務

分任支出負担行為担当官
福知山河川国道事務所長 矢野 則弘
京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

平成31年4月2日

株式会社カンポ
京都府京都市伏見区羽束師古川町２３３

5130001014163 一般競争契約

1,487,673

1,242,000

83%

単価契約
予定調達総額
1,341,360円

福知山河川国道事務所執務環境測定等業務

分任支出負担行為担当官
福知山河川国道事務所長 矢野 則弘
京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

平成31年4月8日

株式会社丹新ビルサービス
京都府福知山市字長田小字大野上２０９３－８０

2130001041160 一般競争契約

1,101,600

851,040

77%

福知山河川国道事務所データ整理補助業務

分任支出負担行為担当官
福知山河川国道事務所長 矢野 則弘
京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

平成31年4月10日

株式会社エステックコンサルタンツ
大阪府大阪市北区天神橋３－３－３

1120001045213 一般競争契約

12,603,600

11,880,000

94%

９号福知山道路他不動産表示登記等業務

分任支出負担行為担当官
福知山河川国道事務所長 矢野 則弘
京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

平成31年4月15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

4,641.84

1,000

21%

単価契約
予定調達総額
1,937,696円

福知山河川国道事務所管内不動産権利登記等業務

分任支出負担行為担当官
福知山河川国道事務所長 矢野 則弘
京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

平成31年4月18日

一般社団法人京都公共嘱託登記司法書士協会
京都府京都市中京区柳馬場通夷川上ル５－２３２－
１

8130005002558 一般競争契約

19,731.6

19,731

99%

単価契約
予定調達総額
5,563,802円

京都国道事務所電気通信施設保守業務

分任支出負担行為担当官
京都国道事務所長 田中 哲也
京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町８０８

平成31年4月1日

株式会社ケーネス
大阪府大阪市中央区内本町２－４－１６ オフィス
ポート内本町８階

8010401009458

一般競争契約
（総合評価）

66,657,600

66,420,000

99%

京都国道事務所庁舎警備等業務

分任支出負担行為担当官
京都国道事務所長 田中 哲也
京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町８０８

平成31年4月1日

国際警備保障株式会社
京都府京都市下京区五条通室町西入ル東錺屋町１
８９ クマガイ五条ビル７

7120001063804 一般競争契約

16,923,600

16,200,000

95%

京都国道事務所パソコン・ネットワークサポート業務

分任支出負担行為担当官
京都国道事務所長 田中 哲也
京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町８０８

平成31年4月1日

日本アクセス株式会社
大阪府大阪市北区太融寺町５－１５ 梅田イーストビ
ル７階

6120001072698 一般競争契約

8,745,900

8,683,200

99%

京都国道事務所庁舎清掃等業務

分任支出負担行為担当官
京都国道事務所長 田中 哲也
京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町８０８

平成31年4月1日

キョウワプロテック株式会社
福島県福島市五月町３－２０

3380001000405 一般競争契約

9,752,400

5,832,000

59%

（別紙様式３）

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）
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

京都国道事務所車両管理業務

分任支出負担行為担当官
京都国道事務所長 田中 哲也
京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町８０８

平成31年4月1日

株式会社セノン
京都府京都市下京区四条通室町東入る函谷鉾町８
７ ケイアイ興産京都ビル７階

3011101023258

一般競争契約
（総合評価）

4,041,900

3,715,200

91%

単価契約
予定調達総額
41,280,000円

京都国道事務所他庁舎機械設備等点検整備業務

分任支出負担行為担当官
京都国道事務所長 田中 哲也
京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町８０８

平成31年4月1日

オリックス・ファシリティーズ株式会社
京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町
９９番地

8130001019358 一般競争契約

3,942,000

3,942,000

100%

京都国道事務所維持用車両点検整備業務

分任支出負担行為担当官
京都国道事務所長 田中 哲也
京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町８０８

平成31年4月1日

今北自動車工業株式会社
京都府京都市右京区西院月双町７６

1130001000225 一般競争契約

9,158,400

8,586,000

93%

単価契約
予定調達総額
8,586,000円

京都国道事務所車両点検整備業務

分任支出負担行為担当官
京都国道事務所長 田中 哲也
京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町８０８

平成31年4月1日

今北自動車工業株式会社
京都府京都市右京区西院月双町７６

1130001000225 一般競争契約

2,616,300

2,441,880

93%

単価契約
予定調達総額
2,261,000円

京都国道事務所管内道路排水設備等点検整備業務

分任支出負担行為担当官
京都国道事務所長 田中 哲也
京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町８０８

平成31年4月1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

20,401,200

19,440,000

95%

京都国道事務所複写・製本等

分任支出負担行為担当官
京都国道事務所長 田中 哲也
京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町８０８

平成31年4月9日

株式会社京阪工技社
大阪府大阪市旭区高殿６ー１５ー１５

4120001000396 一般競争契約

117.72

51

43%

京都国道事務所技術資料データ整理業務

分任支出負担行為担当官
京都国道事務所長 田中 哲也
京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町８０８

平成31年4月15日

株式会社エステックコンサルタンツ
大阪府大阪市北区天神橋３－３－３

1120001045213 一般競争契約

15,541,200

14,688,000

94%

八幡市域他権利登記等業務

分任支出負担行為担当官
京都国道事務所長 田中 哲也
京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町８０８

平成31年4月19日

一般社団法人京都公共嘱託登記司法書士協会
京都府京都市中京区柳馬場通夷川上る五丁目２３２
番地の１

8130005002558 一般競争契約

19,731

19,731

100%

淀川河川事務所パソコン・ネットワークサポート業務

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31年4月1日

株式会社メディア・クラフト
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目１８番１号

6180001065671 一般競争契約

8,772,347

8,748,000

99%

淀川河川事務所庁舎受付等業務

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31年4月1日

株式会社日経サービス
大阪府大阪市中央区南船場１－１７－１０

5120001086633 一般競争契約

8,186,400

7,727,400

94%

淀川河川事務所情報連絡警備業務

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31年4月1日

近畿ビルサービス株式会社
大阪府富田林市錦織北１丁目１６番３８号

1120101030783 一般競争契約

15,076,800

8,607,600

57%

淀川河川事務所昇降機保守点検業務

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31年4月1日

エス・イー・シーエレベーター株式会社
大阪府大阪市中央区淡路町３－３－１０ チクマビル
６階

6010501005788 一般競争契約

7,322,400

4,082,400

55%

淀川河川事務所管内で使用する電気

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31年4月1日

日立造船株式会社
大阪府大阪市住之江区南港北１－７－８９

3120001031541 一般競争契約

106,058,303.64

66,516,003

62%

淀川河口部潮位予測情報提供業務

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31年4月1日

一般財団法人日本気象協会
東京都豊島区東池袋３－１－１

4013305001526 一般競争契約

3,088,800

3,024,000

97%

淀川河川事務所電気通信施設保守業務

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31年4月1日

株式会社ケーネス 関西支店
大阪府大阪市中央区内本町２－４－１６ オフィス
ポート内本町８階

8010401009458

一般競争契約
（総合評価）

120,452,400

118,800,000

98%

淀川河川事務所自家用電気工作物保守業務

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31年4月1日

株式会社ケーネス 関西支店
大阪府大阪市中央区内本町２－４－１６ オフィス
ポート内本町８階

8010401009458 一般競争契約

45,241,200

44,820,000

99%

淀川管内揚排水機場等運転支援装置点検整備業務

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31年4月1日

クボタ機工株式会社
兵庫県尼崎市浜１－１－１

3120001149458 一般競争契約

10,681,200

10,476,000

98%

木津川出張所管内等樋門点検整備業務

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31年4月1日

株式会社ヤマテック
京都府舞鶴市字吉坂寺屋敷１０５－６

2130001044139 一般競争契約

14,936,400

12,312,000

82%

福島・毛馬出張所管内水門等点検整備業務

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31年4月1日

株式会社ＩＨＩインフラ建設
大阪府大阪市浪速区湊町１－４－１

5010601000905 一般競争契約

25,887,600

23,220,000

89%

淀川管内災害対策用機械点検操作業務

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31年4月1日

都市クリエイト株式会社
大阪府高槻市紺屋町３－１－３２６

8120901011563 一般競争契約

6,415,200

6,264,000

97%

淀川管内河川浄化施設等点検整備業務

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31年4月1日

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪府大阪市北区同心１－７－１４

5120001073004 一般競争契約

5,140,800

5,076,000

98%

単価契約
予定調達総額
2,691,150円

単価契約
予定調達金額
1,710,966円

単価契約
予定調達総額
61,588,892円

（別紙様式３）

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）
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

毛馬排水機場等消防設備点検整備業務

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31年4月1日

株式会社京津管理
京都府京都市山科区大塚丹田３５－４

1130001024661 一般競争契約

4,233,600

2,257,200

53%

淀川管内空調設備点検整備業務

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31年4月1日

株式会社精研
大阪府大阪市中央区南船場２－１－３

3120001082411 一般競争契約

12,430,800

11,880,000

95%

淀川管内京都地区車両整備業務

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31年4月1日

日通商事株式会社
京都府京都市伏見区横大路芝生１９－１

1010001025515 一般競争契約

6,473,088

4,167,072

64%

単価契約
予定調達総額
5,993,600円

淀川管内巡視船整備業務

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31年4月1日

ヤマハ発動機株式会社
兵庫県西宮市西宮浜４－１６－２

2080401016040 一般競争契約

4,125,870

4,125,870

100%

単価契約
予定調達金額
3,820,]850円

淀川管内大阪地区車両整備業務

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31年4月1日

有限会社成田モータース
大阪府寝屋川市香里西之町４番５号

4120002072807 一般競争契約

7,887,780

7,280,280

92%

単価契約
予定調達総額
7,303,500円

淀川河川事務所他３カ所庁舎管理業務

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31年4月4日

株式会社浄美社
京都府京都市右京区太秦川所町７番地１００

3130001000990 一般競争契約

14,209,527.6

9,720,000

68%

単価契約
予定調達総額
13,156,970円

淀川河川事務所福島出張所他９カ所庁舎管理業務

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31年4月4日

建美商事株式会社
大阪府大阪市西区靱本町１丁目１４番１７号

4120001078953 一般競争契約

14,268,040.92

9,882,000

69%

単価契約
予定調達総額
13,211,149円

淀川河川事務所電子複写等

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31年4月10日

ビジネスサービス株式会社
大阪府高槻市番田２－１１６－５

8120901011836 一般競争契約

18.9

6

31%

単価契約
予定調達総額
1,628,775円

淀川河川事務所技術資料データ整理業務

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31年4月17日

株式会社エステックコンサルタンツ
大阪府大阪市北区天神橋３－３－３

1120001045213 一般競争契約

13,467,600

12,744,000

94%

淀川管内防災体験施設設置作業

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31年4月19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

8,726,400

8,618,400

98%

淀川河川公園利用実態調査

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31年4月25日

株式会社ソニックス
大阪府大阪市北区西天満３－１３－１８ 島根ビル７
階

8120001066203 一般競争契約

2,287,305

1,618,920

70%

大和川河川事務所管内で使用する電気

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31年4月1日

関西電力株式会社
大阪府大阪市北区中之島３－６－１６

3120001059632 一般競争契約

7,454,670.84

4,944,466

66%

大和川河川事務所パソコン・ネットワークサポート業務

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31年4月1日

日本アクセス株式会社
大阪府大阪市北区太融寺町５－１５ 梅田イーストビ
ル７階

6120001072698 一般競争契約

8,804,317

5,929,200

67%

大和川河川事務所庁舎警備等業務

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31年4月1日

近畿ビルサービス株式会社
大阪府富田林市錦織北１丁目１６番３８号

1120101030783 一般競争契約

15,357,600

7,877,520

51%

大和川河川事務所庁舎清掃等業務

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31年4月1日

株式会社ハヤシハウジング
大阪府堺市東区日置荘田中町３５２－２

6120101005806 一般競争契約

7,419,470

5,389,200

72%

大和川河川事務所車両管理業務

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31年4月1日

株式会社セノン 大阪支社
大阪府大阪市北区中之島３－３－３ 中之島ビル２０
階

3011101023258

一般競争契約
（総合評価）

3,964,358.16

3,818,880

96%

大和川河川事務所電気通信施設保守業務

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31年4月1日

株式会社ケーネス 関西支店
大阪府大阪市中央区内本町２－４－１６

8010401009458 一般競争契約

33,598,800

32,940,000

98%

大和川河川事務所災害対策用機械操作業務

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31年4月1日

株式会社サイシン
大阪府松原市天美我堂２丁目３０３番地

1120101054072 一般競争契約

1,879,200

1,836,000

97%

大和川河川事務所車両整備作業

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31年4月1日

市場自動車工業株式会社
大阪府大阪市福島区玉川１ー２ー５９

2120001034272 一般競争契約

3,975,480

2,941,855

73%

単価契約
予定調達総額
2,723,940円

大和川河川事務所電子複写等

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31年4月9日

株式会社カンサイ 東大阪営業所
大阪府大阪市東成区深江南１－１２－１４

2120001012047 一般競争契約

1,839.996

1,404

76%

単価契約
予定調達総額
3,403,957円

大和川河川事務所ゲート設備他点検整備業務

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31年4月9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

4,827,600

4,752,000

98%

単価契約
予定調達総額
6,902,473円

単価契約
予定調達総額
44,048,424円

（別紙様式３）

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）
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

大和川河川事務所空調設備保守点検業務

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31年4月16日

近畿ビルサービス株式会社
大阪府富田林市錦織北１丁目１６番３８号

1120101030783 一般競争契約

1,144,800

726,840

63%

大和川河川事務所草刈機整備作業

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31年4月16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

2,253,636

2,092,662

92%

単価契約
予定調達総額
2,086,700円

大阪国道事務所管内で使用する電気

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31年4月1日

日立造船株式会社
大阪府大阪市住之江区南港北１丁目７番８９号

3120001031541 一般競争契約

14,200,189.92

10,991,576

77%

単価契約
予定調達総額
10,991,576円

大阪国道事務所パソコン・ネットワークサポート業務

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31年4月1日

株式会社メディア・クラフト
愛知県名古屋市中区丸の内３丁目１８番１号

6180001065671 一般競争契約

8,800,639

8,633,520

98%

大阪国道事務所車両管理業務

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31年4月1日

日本道路興運株式会社
大阪市中央区上町Ａ－１２建設保証ビル

7011101016571

一般競争契約
（総合評価）

3,970,873.8

3,430,080

86%

大阪国道事務所電気通信施設保守業務

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31年4月1日

株式会社ケーネス
大阪府大阪市中央区内本町２－４－１６ オフィス
ポート内本町８階

8010401009458 一般競争契約

54,496,800

52,920,000

97%

大阪国道管内曽根崎地下歩道他警備等業務

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31年4月1日

タイガー警備保障株式会社
大阪府堺市百舌鳥梅北町５－２４３－３

3120101004018 一般競争契約

16,599,600

15,109,200

91%

大阪国道管内道路排水設備等点検整備業務

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31年4月1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

22,626,000

21,492,000

94%

大阪国道管内昇降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31年4月1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

29,592,000

28,512,000

96%

大阪国道事務所他車両点検整備業務

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31年4月1日

市場自動車工業株式会社
大阪府大阪市福島区玉川１ー２ー５９

2120001034272 一般競争契約

4,389,562.8

3,850,534

87%

単価契約
予定調達総額
3,565,310円

南大阪維持出張所他車両点検整備業務

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31年4月1日

東邦車輛サービス株式会社
大阪府泉北郡忠岡町新浜２－５－１０

5120101043344 一般競争契約

5,425,380

5,054,400

93%

単価契約
予定調達総額
5,023,500円

北大阪維持出張所他車両点検整備業務

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31年4月1日

有限会社成田モータース
大阪府寝屋川市香里西之町４－５

4120002072807 一般競争契約

2,466,115.2

2,139,858

86%

単価契約
予定調達総額
2,283,440円

大阪国道事務所電子複写等

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31年4月3日

株式会社田村コピー 大阪中央支店
大阪府大阪市中央区安土町３－４－１６ 船場オーセ 8140001049965 一般競争契約
ンビル１Ｆ

48.6

9

18%

単価契約
予定調達総額
8,165,118円

大阪国道事務所庁舎清掃等業務

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31年4月5日

キョウワプロテック株式会社
福島県福島市五月町３－２０

3380001000405 一般競争契約

10,335,600

8,715,600

84%

単価契約
予定調達総額
8,070,000円

浪速国道事務所パソコン・ネットワークサポート業務

分任支出負担行為担当官
浪速国道事務所長 古川 慎治
大阪府枚方市南中振３－２－３

平成31年4月1日

株式会社メディア・クラフト
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目１８番１号

6180001065671 一般競争契約

8,744,163

8,665,488

99%

浪速国道事務所 自動車賃貸借

分任支出負担行為担当官
浪速国道事務所長 古川 慎治
大阪府枚方市南中振３－２－３

平成31年4月1日

Ｆレンタカー大阪株式会社
大阪府大阪市北区中津６丁目５番８号

2120001105718 一般競争契約

172,800

129,600

75%

単価契約
予定調達総額
1,920,000円

浪速国道事務所 受付・情報連絡等業務

分任支出負担行為担当官
浪速国道事務所長 古川 慎治
大阪府枚方市南中振３－２－３

平成31年4月1日

株式会社ＫＢＳ
奈良県大和高田市神楽３－１１－９

4150001014939 一般競争契約

7,576,200

5,508,000

72%

単価契約
予定調達総額
7,015,000円

浪速国道事務所 庁舎清掃等業務

分任支出負担行為担当官
浪速国道事務所長 古川 慎治
大阪府枚方市南中振３－２－３

平成31年4月1日

株式会社ハヤシハウジング
大阪府堺市東区日置荘田中町３５２番地２

6120101005806 一般競争契約

2,888,717.04

1,879,200

65%

単価契約
予定調達総額
2,674,738円

浪速国道事務所 車両管理業務

分任支出負担行為担当官
浪速国道事務所長 古川 慎治
大阪府枚方市南中振３－２－３

平成31年4月1日

日本道路興運株式会社 大阪支店
東京都新宿区西新宿６丁目６番３号

7011101016571

一般競争契約
（総合評価）

3,085,622.64

2,559,600

82%

単価契約
予定調達総額
34,284,696円

浪速国道事務所車両点検整備業務

分任支出負担行為担当官
浪速国道事務所長 古川 慎治
大阪府枚方市南中振３－２－３

平成31年4月1日

株式会社松島モータース
大阪府高槻市高槻町１９番１１号

8120901019020 一般競争契約

1,010,880

670,464

66%

浪速国道事務所電気通信施設保守業務

分任支出負担行為担当官
浪速国道事務所長 古川 慎治
大阪府枚方市南中振３－２－３

平成31年4月1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

4,136,400

4,125,600

99%

単価契約
予定調達総額
38,112,000円

（別紙様式３）

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）
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

浪速国道事務所データ整理補助業務

分任支出負担行為担当官
浪速国道事務所長 古川 慎治
大阪府枚方市南中振３－２－３

平成31年4月12日

株式会社エステックコンサルタンツ
大阪府大阪市北区天神橋３－３－３

1120001045213 一般競争契約

12,582,000

11,880,000

94%

猪名川河川事務所電気通信施設保守業務

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 井樋 世一郎
大阪府池田市上池田２－２－３９

平成31年4月1日

株式会社ケーネス 関西支店
大阪府大阪市中央区内本町２－４－１６ オフィス
ポート内本町８階

8010401009458 一般競争契約

21,664,800

20,520,000

94%

猪名川河川事務所受付案内・情報連絡等業務

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 井樋 世一郎
大阪府池田市上池田２－２－３９

平成31年4月1日

近畿ビルサービス株式会社
大阪府富田林市錦織北１丁目１６番３８号

1120101030783 一般競争契約

16,999,200

9,036,360

53%

猪名川河川事務所庁舎等清掃業務

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 井樋 世一郎
大阪府池田市上池田２－２－３９

平成31年4月1日

株式会社ハヤシハウジング
大阪府堺市東区日置荘田中町３５２－２

6120101005806 一般競争契約

3,437,316

2,872,800

83%

猪名川河川事務所車両管理業務

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 井樋 世一郎
大阪府池田市上池田２－２－３９

平成31年4月1日

日本道路興運株式会社 大阪支店
東京都新宿区西新宿６丁目６番３号

7011101016571 一般競争契約

1,504,859

1,231,200

81%

猪名川河川事務所ネットワークサポート等業務

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 井樋 世一郎
大阪府池田市上池田２－２－３９

平成31年4月1日

日本アクセス株式会社
大阪府大阪市北区太融寺町５－１５ 梅田イーストビ
ル７階

6120001072698 一般競争契約

8,752,585

6,480,000

74%

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 井樋 世一郎
大阪府池田市上池田２－２－３９

平成31年4月1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

2,311,200

2,160,000

93%

猪名川管内車両整備業務

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 井樋 世一郎
大阪府池田市上池田２－２－３９

平成31年4月1日

天満自動車工業株式会社
大阪府大阪市北区天満２－５－１

2120001067537 一般競争契約

1,862,784

1,596,672

85%

豊岡河川国道事務所電気通信施設保守業務

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 中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成31年4月1日

株式会社ケーネス
大阪府大阪市中央区内本町２－４－１６

8010401009458

一般競争契約
（総合評価）

134,406,000

133,920,000

99%

豊岡河川国道事務所管内庁舎清掃業務

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 中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成31年4月1日

有限会社フォワード
大阪府岸和田市稲葉町１７１９－１

4120102024393 一般競争契約

7,851,600

6,048,000

77%

豊岡河川国道事務所管内行政情報パソコン・ネットワークサ
ポート業務

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 中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成31年4月1日

株式会社エクスネット
三重県度会郡南伊勢町切原３００－１

6190001011699 一般競争契約

8,902,582

8,802,000

98%

豊岡河川国道事務所車両管理業務

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 中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成31年4月1日

株式会社セノン
兵庫県神戸市中央区小野柄通５－１－２７ ５階Ｂ

3011101023258

一般競争契約
（総合評価）

4,140,899.28

3,888,000

93%

単価契約
予定調達総額
43,200,000円

豊岡河川国道事務所入退庁者整理等業務

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 中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成31年4月1日

富士綜合警備保障株式会社
鳥取県鳥取市商栄町４０５－１

5270001000703 一般競争契約

1,436,400

1,182,600

82%

単価契約
予定調達総額
13,140,000円

豊岡河川国道事務所管内で使用する電気

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 中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成31年4月1日

関西電力株式会社
大阪府大阪市北区中之島３－６－１６

3120001059632 一般競争契約

148,704,555.24

101,546,938

68%

単価契約
予定調達総額
137,689,403円

豊岡河川国道事務所自家用電気工作物保守業務

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 中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成31年4月1日

株式会社明電エンジニアリング
兵庫県尼崎市西長洲町１－１－１

1010701028239 一般競争契約

79,822,800

72,900,000

91%

円山川河川ゲート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
豊岡河川国道事務所長 中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成31年4月1日

川重ファシリテック株式会社
兵庫県加古郡播磨町新島８番地

7140001044777 一般競争契約

14,936,400

14,580,000

97%

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管内トンネル換気設備他点検整備業務 豊岡河川国道事務所長 中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成31年4月1日

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪府大阪市北区同心１－７－１４

5120001073004 一般競争契約

41,623,200

38,988,000

93%

豊岡河川国道事務所管内災害対策用機械操作業務

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 中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成31年4月1日

株式会社川嶋建設
兵庫県豊岡市出石町町分３９６番地の２

9140001056399 一般競争契約

6,177,600

6,156,000

99%

豊岡河川国道事務所管内庁舎空調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
豊岡河川国道事務所長 中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成31年4月1日

株式会社田中工業所
兵庫県美方郡新温泉町七釜８０－１

3140001056702 一般競争契約

8,596,800

8,164,800

94%

豊岡河川国道事務所管内維持用車両点検整備業務

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 中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成31年4月1日

株式会社オートワールド信栄
兵庫県朝来市和田山町土田４３４－１

8140001046780 一般競争契約

14,250,600

10,523,520

73%

単価契約
予定調達総額
13,195,000円

豊岡河川国道事務所管内連絡車両等点検整備業務

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 中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成31年4月3日

株式会社オートワールド信栄
兵庫県朝来市和田山町土田４３４－１

8140001046780 一般競争契約

5,903,820

5,449,680

92%

単価契約
予定調達総額
5,466,500円

（別紙様式３）

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）
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

国道４８３号他消融雪設備等点検整備業務

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 中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成31年4月9日

株式会社モリモト
兵庫県養父市八鹿町朝倉４０１－７

3140001046620 一般競争契約

46,105,200

45,360,000

98%

豊岡河川国道事務所複写・製本等

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 中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成31年4月10日

株式会社神姫サービス
大阪府岸和田市上松町３５８－１５９

3120101036886 一般競争契約

1,036.8

972

93%

豊岡河川国道事務所管内記録等収集業務

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 中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成31年4月16日

株式会社エフ・クリエイションズ
兵庫県神戸市中央区八幡通３－１－１９

2120001110437 一般競争契約

3,380,400

2,872,800

84%

豊岡河川国道事務所連絡車（８人乗）１台交換

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 中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成31年4月17日

北但自動車株式会社
兵庫県豊岡市弥栄町１－２８

8140001056103

一般競争契約
（総合評価）

2,787,070

2,743,870

98%

豊岡河川国道事務所連絡車（１０人乗）１台交換

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 中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成31年4月17日

北但自動車株式会社
兵庫県豊岡市弥栄町１－２８

8140001056103 一般競争契約

3,338,456

3,295,256

98%

豊岡河川国道事務所データ整理補助業務

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 中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成31年4月17日

株式会社エステックコンサルタンツ
大阪府大阪市北区天神橋３－３－３

1120001045213 一般競争契約

2,808,000

2,700,000

96%

国道９号但馬南部消融雪設備等点検整備業務

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 中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成31年4月18日

株式会社モリモト
兵庫県養父市八鹿町朝倉４０１－７

3140001046620 一般競争契約

18,187,200

18,036,000

99%

豊岡河川国道事務所管内小型除雪機等点検整備業務

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 中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成31年4月18日

サンキョー株式会社
兵庫県豊岡市上佐野１７３５

6140001055932 一般競争契約

7,892,640

7,629,552

96%

単価契約
予定調達総額
7,308,000円

豊岡道路事業外不動産表示登記等業務

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 中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成31年4月22日

土地家屋調査士法人ＭＫＳ登記事務所
奈良県宇陀市大宇陀下竹１６９－３

5150005008176 一般競争契約

4,641.84

2,127

45%

単価契約
予定調達総額
3,499,974円

国道９号但馬北部消融雪設備等点検整備業務

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 中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成31年4月22日

株式会社田中工業所
兵庫県美方郡新温泉町七釜８０－１

3140001056702 一般競争契約

15,076,800

11,556,000

76%

円山川改修事業外不動産権利登記等業務

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 中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町１０－３

平成31年4月24日

司法書士法人Ｈ＆Ｗトラスト
東京都新宿区新小川町４番７号

4010405008749 一般競争契約

27,624.24

7,549

27%

姫路河川国道事務所パソコン・ネットワークサポート業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長
兵庫県姫路市北条１－２５０

磯部 良太

平成31年4月1日

日本アクセス株式会社
大阪府大阪市北区太融寺町５－１５ 梅田イーストビ
ル７階

6120001072698 一般競争契約

8,830,371

8,748,000

99%

姫路河川国道事務所庁舎他清掃業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長
兵庫県姫路市北条１－２５０

磯部 良太

平成31年4月1日

株式会社ハヤシハウジング
大阪府堺市東区日置荘田中町３５２－２

6120101005806 一般競争契約

14,418,000

9,352,800

64%

姫路河川国道事務所車両管理業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長
兵庫県姫路市北条１－２５０

磯部 良太

平成31年4月1日

株式会社セノン
兵庫県神戸市中央区小野柄通５－１－２７ ５階Ｂ

3011101023258

一般競争契約
（総合評価）

6,655,163.04

6,177,600

92%

単価契約
予定調達総額
73,200,000円

姫路河川国道事務所庁舎警備等業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長
兵庫県姫路市北条１－２５０

磯部 良太

平成31年4月1日

株式会社サン・エイ
兵庫県赤穂市磯浜町１４０

5140001040316 一般競争契約

1,235,699.28

785,160

63%

単価契約
予定調達総額
8,724,000円

姫路河川国道事務所管内で使用する電気

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長
兵庫県姫路市北条１－２５０

磯部 良太

平成31年4月1日

エネサーブ株式会社
滋賀県大津市月輪２－１９－６

2160001003901 一般競争契約

32,688,214.2

23,111,064

70%

単価契約
予定調達総額
30,266,865円

姫路河川国道事務所トンネル換気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 姫路河川国道事務所長
兵庫県姫路市北条１－２５０

磯部 良太

平成31年4月1日

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪府大阪市北区同心１－７－１４

5120001073004 一般競争契約

31,093,200

29,268,000

94%

姫路河川国道事務所電気通信施設保守業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長
兵庫県姫路市北条１－２５０

磯部 良太

平成31年4月1日

株式会社ケーネス
大阪府大阪市中央区内本町２－４－１６ オフィス
ポート内本町８階

8010401009458

一般競争契約
（総合評価）

115,430,400

113,400,000

98%

姫路河川国道事務所技術資料データ整理業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長
兵庫県姫路市北条１－２５０

磯部 良太

平成31年4月1日

株式会社エステックコンサルタンツ
大阪府大阪市北区天神橋３－３－３

1120001045213 一般競争契約

14,418,000

13,500,000

93%

姫路河川国道事務所災害対策用機械操作業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長
兵庫県姫路市北条１－２５０

磯部 良太

平成31年4月1日

株式会社ＮＥＯ ＤＡＩＳＥＩ
兵庫県神戸市中央区栄町通２－４－１４

1140001077898 一般競争契約

6,814,800

6,696,000

98%

山崎維持出張所他車両点検整備業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長
兵庫県姫路市北条１－２５０

磯部 良太

平成31年4月9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

3,265,920

3,172,608

97%

単価契約
予定調達総額
12,132,201円

単価契約
予定調達総額
2,508,258円

単価契約
予定調達総額
3,024,000円

（別紙様式３）
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契約を締結した日
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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）
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姫路第二維持出張所車両点検整備業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長
兵庫県姫路市北条１－２５０

磯部 良太

平成31年4月9日

株式会社鈴木サービス工場
兵庫県姫路市砥堀１００３－３

6140001059537 一般競争契約

11,566,800

10,795,680

93%

単価契約
予定調達総額
10,710,000円

加古川大堰他車両点検整備業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長
兵庫県姫路市北条１－２５０

磯部 良太

平成31年4月9日

小野自動車株式会社
兵庫県小野市中町４１２－１

7140001076622 一般競争契約

2,299,752

2,299,752

100%

単価契約
予定調達総額
2,129,400円

姫路河川国道事務所融雪設備点検整備業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長
兵庫県姫路市北条１－２５０

磯部 良太

平成31年4月10日

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪府大阪市北区同心１－７－１４

5120001073004 一般競争契約

19,980,000

18,684,000

93%

姫路河川国道事務所電子複写等

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長
兵庫県姫路市北条１－２５０

磯部 良太

平成31年4月16日

株式会社田村コピー
兵庫県姫路市佃町７３

8140001049965 一般競争契約

324

151

46%

単価契約
予定調達総額
7,650,428円

姫路第一維持出張所他車両点検整備業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長
兵庫県姫路市北条１－２５０

磯部 良太

平成31年4月17日

中谷自動車株式会社
姫路市花田町加納原田１０８－４

3140001060365 一般競争契約

4,811,400

4,490,640

93%

単価契約
予定調達総額
4,811,400円

姫路河川国道事務所他空調設備点検整備業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長
兵庫県姫路市北条１－２５０

磯部 良太

平成31年4月22日

和幸産業株式会社
大阪府大阪市北区西天満３－１４－１６

1120001072356 一般競争契約

1,381,086.72

1,323,846

95%

単価契約
予定調達総額
1,278,784円

六甲砂防事務所 庁舎清掃業務

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 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31年4月1日

株式会社ハヤシハウジング
大阪府堺市東区日置荘田中町３５２－２

6120101005806 一般競争契約

9,439,200

2,851,200

30%

六甲砂防事務所 パソコン・ネットワークサポート業務

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 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31年4月1日

日本アクセス株式会社
大阪府大阪市北区太融寺町５－１５ 梅田イーストビ
ル７階

6120001072698 一般競争契約

8,758,800

4,600,800

52%

六甲砂防事務所 庁舎管理業務

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 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31年4月1日

株式会社警備ひゃく
兵庫県姫路市飾磨区下野田２丁目３１３番地１

7140001058678 一般競争契約

1,178,099

896,400

76%

単価契約
予定調達総額
14,137,188円

六甲砂防事務所車両管理業務

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 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31年4月1日

日本道路興運株式会社大阪支店
大阪市中央区上町Ａ－１２建設保証ビル

7011101016571

一般競争契約
（総合評価）

2,904,452.64

2,527,200

87%

単価契約
予定調達総額
32,271,708円

六甲砂防事務所庁舎で使用する電気

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 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31年4月1日

関西電力株式会社
大阪府大阪市北区中之島３丁目６番１６号

3120001059632 一般競争契約

7,127,562.6

5,808,797

81%

単価契約
予定調達総額
6,599,595円

六甲砂防事務所電気通信施設保守業務

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 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31年4月1日

株式会社ケーネス 関西支店
大阪府大阪市中央区内本町２－４－１６ オフィス
ポート内本町８階

8010401009458 一般競争契約

36,406,800

36,180,000

99%

六甲山系降雨状況通知システム運用業務

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 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31年4月1日

一般財団法人日本気象協会 関西支社
大阪府大阪市中央区南船場２－３－２

4013305001526 一般競争契約

9,298,800

9,277,200

99%

六甲砂防事務所複写・製本等

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 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31年4月3日

株式会社カンプリ
兵庫県神戸市中央区海岸通２－２－１

3120901010677 一般競争契約

4,445.28

2,052

46%

東六甲出張所グリーンベルト森林撫育管理業務

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 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31年4月5日

兵庫県森林組合連合会
兵庫県神戸市中央区北長狭通５－５－１８

2140005002604 一般競争契約

12,409,200

12,096,000

97%

西六甲出張所グリーンベルト森林撫育管理業務

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 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31年4月5日

兵庫県森林組合連合会
兵庫県神戸市中央区北長狭通５－５－１８

2140005002604 一般競争契約

8,456,400

8,208,000

97%

六甲砂防事務所 空調設備点検業務

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 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31年4月8日

株式会社イトーヨーギョー
兵庫県神戸市中央区中山手通５－１－３

3140001003027 一般競争契約

4,428,000

2,700,000

60%

六甲砂防事務所技術資料データ整理業務

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 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31年4月9日

株式会社エステックコンサルタンツ
大阪府大阪市北区天神橋３－３－３

1120001045213 一般競争契約

5,400,000

5,076,000

94%

六甲砂防事務所管内不動産表示登記業務

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 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31年4月26日

一般社団法人しらさぎ公共嘱託登記土地家屋調査
士協会
兵庫県姫路市飾磨区阿成２４番地３

5140005017896 一般競争契約

4,641.84

3,121

67%

単価契約
予定調達総額
7,129,520円

兵庫国道事務所管内で使用する電気

分任支出負担行為担当官
兵庫国道事務所長 日野 雅仁
兵庫県神戸市中央区波止場町３－１１

平成31年4月1日

日立造船株式会社
大阪府大阪市住之江区南港北１丁目７番８９号

3120001031541 一般競争契約

20,019,961.08

14,937,193

74%

単価契約
予定調達総額
18,537,001円

分任支出負担行為担当官
兵庫国道事務所行政情報パソコン・ネットワークサポート業務 兵庫国道事務所長 日野 雅仁
兵庫県神戸市中央区波止場町３－１１

平成31年4月1日

株式会社エクスネット
三重県度会郡南伊勢町切原３００－１

6190001011699 一般競争契約

8,776,404

4,654,800

53%

単価契約
予定調達総額
1,018,484円

（別紙様式３）

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）
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

兵庫国道事務所車両管理業務

分任支出負担行為担当官
兵庫国道事務所長 日野 雅仁
兵庫県神戸市中央区波止場町３－１１

平成31年4月1日

株式会社セノン 大阪支社
大阪府大阪市北区中之島３－３－３ 中之島ビル２０
階

3011101023258

一般競争契約
（総合評価）

4,563,569.16

4,305,960

94%

単価契約
予定調達総額
50,706,324円

兵庫国道事務所庁舎清掃等業務

分任支出負担行為担当官
兵庫国道事務所長 日野 雅仁
兵庫県神戸市中央区波止場町３－１１

平成31年4月1日

有限会社フォワード
大阪府岸和田市稲葉町１７１９－１

4120102024393 一般競争契約

9,143,066.16

8,120,304

88%

単価契約
予定調達総額
8,465,802円

兵庫国道事務所庁舎警備等業務

分任支出負担行為担当官
兵庫国道事務所長 日野 雅仁
兵庫県神戸市中央区波止場町３－１１

平成31年4月1日

株式会社ルート・ワン
愛知県名古屋市中区千代田５－６－５

8180001057568 一般競争契約

16,524,000

10,562,400

63%

単価契約
予定調達総額
15,300,000円

兵庫国道事務所災害対策用機械操作業務

分任支出負担行為担当官
兵庫国道事務所長 日野 雅仁
兵庫県神戸市中央区波止場町３－１１

平成31年4月1日

関西ロードサービス株式会社
大阪府池田市神田２丁目２１番２５号

6120901019492 一般競争契約

2,181,600

2,160,000

99%

兵庫国道事務所管内大気浄化施設点検整備業務

分任支出負担行為担当官
兵庫国道事務所長 日野 雅仁
兵庫県神戸市中央区波止場町３－１１

平成31年4月1日

株式会社高環境エンジニアリング
東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目３０番３号

1011001028210 一般競争契約

5,702,400

5,076,000

89%

兵庫国道事務所管内車両計測設備他点検整備業務

分任支出負担行為担当官
兵庫国道事務所長 日野 雅仁
兵庫県神戸市中央区波止場町３－１１

平成31年4月1日

パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会
社
福岡県福岡市博多区美野島４丁目１番６２号

3010001129215 一般競争契約

37,951,200

34,560,000

91%

兵庫国道事務所管内機械設備点検整備業務

分任支出負担行為担当官
兵庫国道事務所長 日野 雅仁
兵庫県神戸市中央区波止場町３－１１

平成31年4月1日

近畿設備株式会社
大阪府大阪市北区天満３丁目９番６号

3120001063056 一般競争契約

17,604,000

16,200,000

92%

兵庫国道事務所管内維持用車両点検整備業務

分任支出負担行為担当官
兵庫国道事務所長 日野 雅仁
兵庫県神戸市中央区波止場町３－１１

平成31年4月1日

ＵＤトラックス株式会社
埼玉県上尾市大字壱丁目１番地

8030001043599 一般競争契約

6,491,604.6

6,491,604

99%

単価契約
予定調達総額
6,010,745円

兵庫国道事務所管内車両点検整備業務

分任支出負担行為担当官
兵庫国道事務所長 日野 雅仁
兵庫県神戸市中央区波止場町３－１１

平成31年4月1日

株式会社森安自動車工作所
兵庫県神戸市長田区海運町５丁目１番２９号

7140001016999 一般競争契約

3,100,874.4

3,100,874

99%

単価契約
予定調達総額
6,010,745円

兵庫国道事務所電気通信施設保守業務

分任支出負担行為担当官
兵庫国道事務所長 日野 雅仁
兵庫県神戸市中央区波止場町３－１１

平成31年4月1日

株式会社ケーネス 関西支店
東京都港区芝公園２－６－３

8010401009458 一般競争契約

51,926,400

51,840,000

99%

兵庫国道事務所電子複写等

分任支出負担行為担当官
兵庫国道事務所長 日野 雅仁
兵庫県神戸市中央区波止場町３－１１

平成31年4月10日

株式会社田村コピー 神戸支店
兵庫県神戸市中央区元町通６－１－４

8140001049965 一般競争契約

34.56

19

54%

兵庫国道事務所空調設備点検整備業務

分任支出負担行為担当官
兵庫国道事務所長 日野 雅仁
兵庫県神戸市中央区波止場町３－１１

平成31年4月15日

株式会社阪神設備工業所
兵庫県尼崎市南初島町１０－１４９

3140001050696 一般競争契約

3,661,200

2,484,000

67%

兵庫国道事務所管内不動産権利登記等業務

分任支出負担行為担当官
兵庫国道事務所長 日野 雅仁
兵庫県神戸市中央区波止場町３－１１

平成31年4月19日

一般社団法人兵庫県公共嘱託登記司法書士協会
兵庫県神戸市中央区楠町２丁目２番３号

3140005001514 一般競争契約

5,261.76

2,160

41%

単価契約
予定調達総額
274,932円

紀伊山系砂防事務所他車両管理業務

分任支出負担行為担当官
紀伊山系砂防事務所長 小竹 利明
奈良県五條市三在町１６８１

平成31年4月1日

日本道路興運株式会社 大阪支店
大阪市中央区上町Ａ－１２建設保証ビル

7011101016571

一般競争契約
（総合評価）

7,816,030.2

6,480,000

82%

単価契約
予定調達総額
77,760,000円

紀伊山系砂防事務所管内映像情報提供業務

分任支出負担行為担当官
紀伊山系砂防事務所長 小竹 利明
奈良県五條市三在町１６８１

平成31年4月1日

株式会社オプテージ
大阪府大阪市中央区城見２－１－５

9120001062589 一般競争契約

8,650,800

7,790,040

90%

紀伊山系砂防事務所管内映像情報配信業務

分任支出負担行為担当官
紀伊山系砂防事務所長 小竹 利明
奈良県五條市三在町１６８１

平成31年4月1日

株式会社オプテージ
大阪府大阪市中央区城見２－１－５

9120001062589 一般競争契約

9,871,200

8,895,420

90%

紀伊山系砂防事務所管内河道閉塞等監視連絡業務

分任支出負担行為担当官
紀伊山系砂防事務所長 小竹 利明
奈良県五條市三在町１６８１

平成31年4月1日

株式会社ＫＢＳ
奈良県大和高田市神楽３－１１－９

4150001014939 一般競争契約

14,234,400

12,700,800

89%

紀伊山系砂防事務所管内砂防・防災情報管理補助業務

分任支出負担行為担当官
紀伊山系砂防事務所長 小竹 利明
奈良県五條市三在町１６８１

平成31年4月1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

14,018,400

13,176,000

93%

紀伊山系砂防事務所大型電子複写等

分任支出負担行為担当官
紀伊山系砂防事務所長 小竹 利明
奈良県五條市三在町１６８１

平成31年4月15日

加藤写真商会
奈良県吉野郡吉野町大字上市２１１５

一般競争契約

108

54

50%

奈良国道事務所庁舎警備等業務

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31年4月1日

近畿ビルサービス株式会社
大阪府富田林市錦織北１丁目１６番３８号

1120101030783 一般競争契約

16,923,600

9,568,800

56%

奈良国道事務所庁舎清掃等業務

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31年4月1日

株式会社ハヤシハウジング
大阪府堺市東区日置荘田中町３５２－２

6120101005806 一般競争契約

12,398,400

10,519,200

84%

-

単価契約
予定調達総額
12,815,529円

単価契約
予定調達総額
2,693,787円

（別紙様式３）

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）
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

奈良国道事務所パソコン・ネットワークサポート業務

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31年4月1日

株式会社エクスネット
三重県度会郡南伊勢町切原３００－１

6190001011699 一般競争契約

8,898,115

7,236,000

81%

奈良国道事務所車両管理業務

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31年4月1日

株式会社セノン 大阪支社
大阪府大阪市北区中之島３－３－３ 中之島ビル２０
階

3011101023258

一般競争契約
（総合評価）

3,610,510

3,137,400

86%

奈良国道事務所自家用電気工作物保守業務

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31年4月1日

一般財団法人関西電気保安協会
大阪府大阪市北区中之島３丁目３番２３号

6120005015182 一般競争契約

19,159,200

14,904,000

77%

奈良国道事務所電気通信施設保守業務

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31年4月1日

株式会社ケーネス
大阪府大阪市中央区内本町２－４－１６ オフィス
ポート内本町８階

8010401009458 一般競争契約

50,371,200

49,140,000

97%

奈良国道事務所災害対策用機械操作業務

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31年4月1日

日本ハイウエイ・サービス株式会社
東京都新宿区西新宿６丁目６番３号

3011101049682 一般競争契約

1,933,200

1,922,400

99%

国道２５号高峰地区給排水処理施設他保守点検整備業務

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31年4月1日

新世紀建工株式会社
奈良県香芝市下田西３－９－１６

2150001012820 一般競争契約

12,031,200

11,988,000

99%

奈良国道事務所道路排水設備等点検整備業務

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31年4月1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

19,569,600

19,008,000

97%

奈良国道事務所連絡車及び緊急自動車点検整備業務

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31年4月1日

日産プリンス奈良販売株式会社
奈良県奈良市南京終町２ー２９０ー１

4150001001862 一般競争契約

1,101,600

1,101,600

100%

単価契約
予定調達金額
1,020,000円

奈良国道事務所電子複写等

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31年4月3日

株式会社京阪工技社
大阪府大阪市旭区高殿６ー１５ー１５

4120001000396 一般競争契約

33

25

75%

単価契約
予定調達金額
9,951,328円

京奈和自動車道他表示登記等業務

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31年4月15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番地１

9150005007843 一般競争契約

4,641

1,121

24%

単価契約
予定調達金額
2,376,316円

京奈和自動車道他権利登記等業務

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31年4月15日

司法書士法人Ｈ＆Ｗトラスト
東京都新宿区新小川町４番７号

4010405008749 一般競争契約

19,731

2,764

14%

単価契約
予定調達金額
221,857円

奈良国道事務所計画課他技術資料データ整理業務

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31年4月15日

株式会社エステックコンサルタンツ
大阪府大阪市北区天神橋３－３－３

1120001045213 一般競争契約

14,601,600

13,824,000

94%

奈良国道事務所工務課他技術資料データ整理業務

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31年4月15日

株式会社エステックコンサルタンツ
大阪府大阪市北区天神橋３－３－３

1120001045213 一般競争契約

14,601,600

1,382,400

9%

奈良国道事務所清掃用車両等点検整備業務

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31年4月15日

株式会社岡田自動車
奈良県奈良市月ケ瀬桃香野５２３７

6150001000441 一般競争契約

6,471,360

6,471,360

100%

単価契約
予定調達金額
5,992,000円

奈良維持出張所管内車両点検整備業務

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31年4月15日

株式会社岡田自動車
奈良県奈良市月ケ瀬桃香野５２３７

6150001000441 一般競争契約

5,054,400

5,054,400

100%

単価契約
予定調達金額
4,680,000円

橿原維持出張所管内維持用車両点検整備業務

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31年4月15日

奈交自動車整備株式会社
奈良県奈良市大安寺１－３－１

6150001001588 一般競争契約

3,356,640

3,212,784

95%

奈良国道事務所空調設備他保守点検整備業務

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31年4月17日

不二熱学サービス株式会社
大阪府大阪市中央区南船場２丁目１番３号

8120001046980 一般競争契約

4,438,800

4,104,000

92%

奈良国道事務所南部地区行事運営補助業務

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31年4月18日

株式会社神戸新聞事業社
兵庫県神戸市中央区東川崎町１－５－７

2140001012020 一般競争契約

4,978,800

2,592,000

52%

和歌山河川国道事務所昇降機設備点検整備業務

分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局
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31年4月1日

エス・イー・シーエレベーター株式会社
大阪府大阪市中央区淡路町３－３－１０ チクマビル
６階

6010501005788 一般競争契約

2,376,000

1,728,000

72%

分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局
和歌山河川国道事務所行政情報パソコン・ネットワークサポー
和歌山河川国道事務所長 小澤 盛生
ト業務
和歌山県和歌山市西汀丁１６

平成31年4月1日

株式会社エクスネット
三重県度会郡南伊勢町切原３００－１

6190001011699 一般競争契約

9,081,875

8,640,000

95%

分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局
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31年4月1日

太陽熱学工業株式会社
和歌山県西牟婁郡白浜町堅田２５００－４１７

2170001009088 一般競争契約

3,456,000

2,916,000

84%

和歌山河川国道事務所空調設備点検整備業務

単価契約
予定調達金額
43,326,133円

単価契約
予定調達金額
3,108,000円

（別紙様式３）

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）
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

和歌山河川国道事務所臨時自動車賃貸借

分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局
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31年4月1日

株式会社日産カーレンタルソリューション
東京都港区三田２－１７－２０ Ｐ’ｓ三田ビル５階

4040001013464 一般競争契約

240,840

149,040

61%

単価契約
予定調達総額
1,656,000円

和歌山河川国道事務所車両管理業務

分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局
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31年4月1日

日本道路興運株式会社
和歌山県和歌山市太田１－１３－１

7011101016571

一般競争契約
（総合評価）

5,046,300

4,428,000

87%

単価契約
予定調達総額
59,000,000円

和歌山河川国道事務所管内で使用する電気

分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局
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31年4月1日

株式会社エネット
東京都港区芝公園２－６－３

9010401041641 一般競争契約

37,873,346.04

28,703,393

75%

単価契約
予定調達総額
39,093,399円

和歌山河川国道事務所電気通信施設保守業務

分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局
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31年4月1日

株式会社ケーネス
大阪府大阪市中央区内本町２－４－１６ オフィス
ポート内本町８階

8010401009458 一般競争契約

136,846,800

136,620,000

99%

船戸出張所管内樋門ゲート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
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31年4月1日

株式会社環境総合テクノス
大阪府大阪市中央区安土町１丁目３番５号

9120001077653 一般競争契約

9,298,800

7,128,000

76%

分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局
かつらぎ出張所・五條出張所管内樋門ゲート設備点検整備業
和歌山河川国道事務所長 小澤 盛生
務
和歌山県和歌山市西汀丁１６

平成31年4月1日

株式会社環境総合テクノス
大阪府大阪市中央区安土町１－３－５

9120001077653 一般競争契約

9,558,000

9,342,000

97%

和歌山河川国道事務所管内道路機械設備点検整備業務

分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局
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31年4月1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

3,002,400

2,905,200

96%

和歌山河川国道事務所自家用電気工作物保守業務

分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局
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31年4月1日

株式会社ケーネス
大阪府大阪市中央区内本町２－４－１６ オフィス
ポート内本町８階

8010401009458 一般競争契約

360,730,800

36,180,000

10%

和歌山河川国道事務所管内車両点検整備業務

分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局
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31年4月1日

株式会社庵田自動車商会
和歌山県和歌山市元寺町５－１

4170001000144 一般競争契約

19,440,000

17,496,000

90%

単価契約
予定調達総額
15,000,000円

紀の川管内草刈機点検整備業務

分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局
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31年4月1日

株式会社庵田自動車商会
和歌山県和歌山市元寺町５－１

4170001000144 一般競争契約

9,720,000

9,700,560

99%

単価契約
予定調達総額
10,000,000円

和歌山河川国道事務所庁舎清掃・環境整備業務

分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局
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31年4月2日

株式会社クリーンテック
和歌山県和歌山市三番丁５４番

4170001006975 一般競争契約

14,860,800

14,688,000

98%

和歌山河川国道事務所複写等作業

分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局
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31年4月2日

株式会社杉原商店
和歌山県和歌山市徒町１９

8170001001691 一般競争契約

149.04

129

86%

紀の川防災情報提供システム管理

分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局
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31年4月12日

株式会社気象工学研究所
大阪府大阪市西区京町堀１－８－５

4120001108792 一般競争契約

3,157,164

3,153,600

99%

国道４２号和歌山市和歌浦地区他不動産権利登記等業務

分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局
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31年4月17日

河本善門事務所
大阪府大阪市北区南森町２－３－２３

一般競争契約

27,624.24

3,175

11%

紀南河川国道事務所浄化槽保守点検業務

分任支出負担行為担当官
紀南河川国道事務所長 堤 英彰
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成31年4月1日

有限会社環境技研
和歌山県田辺市宝来町２３－２４

7170002008670 一般競争契約

1,135,890

1,058,400

93%

分任支出負担行為担当官
紀南河川国道事務所行政情報パソコン・ネットワークサポート
紀南河川国道事務所長 堤 英彰
業務
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成31年4月1日

株式会社エクスネット
三重県度会郡南伊勢町切原３００－１

6190001011699 一般競争契約

8,827,885

8,748,000

99%

紀南河川国道事務所庁舎警備等業務

分任支出負担行為担当官
紀南河川国道事務所長 堤 英彰
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成31年4月1日

和歌山警備保障株式会社
和歌山県和歌山市出口甲賀丁５０

2170001003710 一般競争契約

16,988,400

14,256,000

83%

紀南河川国道事務所自動車借り上げ

分任支出負担行為担当官
紀南河川国道事務所長 堤 英彰
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成31年4月1日

大和自動車株式会社
和歌山県新宮市新宮３５３８－５

6170001011949 一般競争契約

578,095.92

437,508

75%

単価契約
予定調達総額
4,861,200円

紀南河川国道事務所車両管理業務

分任支出負担行為担当官
紀南河川国道事務所長 堤 英彰
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成31年4月1日

日本道路興運株式会社
和歌山県和歌山市太田１－１３－１

7011101016571

一般競争契約
（総合評価）

5,127,275.16

4,320,000

84%

単価契約
予定調達総額
48,000,000円

紀南河川国道事務所庁舎等清掃業務

分任支出負担行為担当官
紀南河川国道事務所長 堤 英彰
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成31年4月1日

有限会社フォワード
大阪府岸和田市稲葉町１７１９－１

4120102024393 一般競争契約

581,669.64

419,040

72%

単価契約
予定調達総額
4,656,000円

鮒田水門他点検整備業務

分任支出負担行為担当官
紀南河川国道事務所長 堤 英彰
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成31年4月1日

株式会社ヤマテック
京都府舞鶴市字吉坂寺屋敷１０５－６

2130001044139 一般競争契約

13,510,800

13,500,000

99%

-

単価契約
予定調達総額
9,106,729円

単価契約
予定調達総額
806,737円

（別紙様式３）

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）
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

紀南防災情報保守運用業務

分任支出負担行為担当官
紀南河川国道事務所長 堤 英彰
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成31年4月1日

株式会社気象工学研究所
大阪府大阪市西区京町堀１丁目８番５号

4120001108792 一般競争契約

7,646,400

7,322,400

95%

紀南河川国道事務所電気通信施設保守業務

分任支出負担行為担当官
紀南河川国道事務所長 堤 英彰
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成31年4月1日

西菱電機株式会社 大阪支社
大阪府大阪市北区堂島浜２－２－８

1140001078509

一般競争契約
（総合評価）

104,036,400

103,680,000

99%

紀南管内トンネル換気設備点検整備業務

分任支出負担行為担当官
紀南河川国道事務所長 堤 英彰
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成31年4月1日

東洋メンテナス株式会社
大阪府東大阪市本庄西１－１０－２４

9122001008919 一般競争契約

13,694,400

13,500,000

98%

紀南管内トンネル消火設備他点検整備業務

分任支出負担行為担当官
紀南河川国道事務所長 堤 英彰
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成31年4月1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

15,476,400

14,796,000

95%

紀南河川国道事務所自家用電気工作物保守業務

分任支出負担行為担当官
紀南河川国道事務所長 堤 英彰
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成31年4月1日

一般財団法人関西電気保安協会
大阪府大阪市西区北堀江３丁目１番１６号

6120005015182 一般競争契約

46,396,800

42,984,000

92%

紀南河川国道事務所他車両点検整備業務

分任支出負担行為担当官
紀南河川国道事務所長 堤 英彰
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成31年4月1日

共栄自動車株式会社
和歌山県田辺市上万呂字後呂地３２６－３７

7170001008614 一般競争契約

4,811,400

4,811,400

100%

単価契約
予定調達総額
4,455,000円

新宮国道維持出張所他車両点検整備業務

分任支出負担行為担当官
紀南河川国道事務所長 堤 英彰
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成31年4月1日

和歌山日野自動車株式会社 新宮営業所
和歌山県新宮市磐盾２－３５

6170001001611 一般競争契約

5,038,848

4,199,040

83%

単価契約
予定調達総額
3,888,000円

紀南河川国道事務所事務用消耗品等単価契約

分任支出負担行為担当官
紀南河川国道事務所長 堤 英彰
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成31年4月2日

有限会社金與
和歌山県田辺市北新町６８

2170002008733 一般競争契約

62,299.8

41,904

67%

単価契約
予定調達総額
2,569,625円

紀南河川国道事務所複写・製本等

分任支出負担行為担当官
紀南河川国道事務所長 堤 英彰
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成31年4月2日

イトー商店
和歌山県田辺市朝日ケ丘１５－１３

一般競争契約

34.56

34

98%

単価契約
予定調達総額
6,532,302円

紀南河川国道事務所データ整理補助業務

分任支出負担行為担当官
紀南河川国道事務所長 堤 英彰
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成31年4月8日

株式会社エステックコンサルタンツ
大阪府大阪市北区天神橋３－３－３

1120001045213 一般競争契約

6,901,200

6,588,000

95%

紀南河川国道事務所管内不動産権利登記等業務

分任支出負担行為担当官
紀南河川国道事務所長 堤 英彰
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成31年4月11日

武田明男司法書士事務所
和歌山県田辺市芳養松原１丁目２３番１２号

一般競争契約

19,731.6

17,000

86%

単価契約
予定調達総額
7,666,130円

紀南河川国道事務所管内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 堤 英彰
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成31年4月26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

4,641.84

948

20%

単価契約
予定調達総額
3,278,621円

すさみ串本道路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 堤 英彰
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成31年4月26日

一般社団法人ながた公共嘱託登記土地家屋調査士
協会
大阪府大阪市中央区内本町１－４－１０－３０３

4120005015036 一般競争契約

4,641.84

945

20%

単価契約
予定調達総額
3,246,336円

福井河川国道事務所嶺北地区庁舎清掃等業務

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31年4月1日

株式会社コーワ
福井県福井市三尾野町２９－２－１２

5210001001228 一般競争契約

13,625,604

12,420,000

91%

福井河川国道事務所嶺南地区庁舎清掃等業務

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31年4月1日

株式会社コーワ
福井県福井市三尾野町２９－２－１２

5210001001228 一般競争契約

3,775,766

3,564,000

94%

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行政情報パソコン・ネットワークサポート
福井河川国道事務所長 嶋田 博文
業務
福井県福井市花堂南２－１４－７

平成31年4月1日

株式会社サンディ
福井県坂井市丸岡町舟寄９０－１５

5210001009163 一般競争契約

8,835,644

6,620,400

74%

福井河川国道事務所庁舎警備等業務

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31年4月1日

株式会社ナイガイ
福井県福井市光陽３－３－７

7210001002546 一般競争契約

16,005,600

11,430,720

71%

福井河川国道事務所車両管理業務

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31年4月1日

株式会社セノン
京都府京都市下京区四条通室町東入る函谷鉾町８
７ ケイアイ興産京都ビル７階

3011101023258

一般競争契約
（総合評価）

6,548,034.6

5,508,000

84%

福井河川国道事務所水門設備等点検整備業務

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31年4月1日

福井鐵工株式会社
福井県福井市若栄町７０２

4210001003662 一般競争契約

9,406,800

9,072,000

96%

福井河川国道事務所電気通信施設保守業務

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31年4月1日

株式会社マルツ電波
福井県福井市豊島２－７－４

8210001003972

一般競争契約
（総合評価）

131,241,600

129,600,000

98%

福井河川国道事務所自家用電気工作物保守業務

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31年4月1日

株式会社明電エンジニアリング 北陸営業所
大阪府大阪市北区東天満２－８－１－９０６

1010701028239 一般競争契約

48,902,400

45,684,000

93%

-

-

単価契約
予定調達総額
61,200,000円

（別紙様式３）

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）
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

嶺北地区車両点検整備業務

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31年4月1日

谷口自動車工業株式会社
福井県福井市花堂北１－１５－１６

9210001002387 一般競争契約

4,641,624

4,641,624

100%

嶺南地区車両点検整備業務

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31年4月1日

株式会社日光モーター
福井県敦賀市若葉町１－１６２８

1210001010694 一般競争契約

2,103,948

1,653,102

78%

福井河川国道事務所草刈機点検整備業務

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31年4月1日

コマツサービスエース株式会社
福井県福井市主計中町１３－７

9210001001298 一般競争契約

8,204,716

8,204,716

100%

嶺北地区維持用車両点検整備業務

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31年4月1日

コマツサービスエース株式会社
福井県福井市主計中町１３－７

9210001001298 一般競争契約

7,935,429

7,935,429

100%

福井河川国道事務所トンネル換気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
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31年4月1日

東洋メンテナス株式会社
大阪府東大阪市本庄西１－１０－２４

9122001008919 一般競争契約

18,316,800

18,144,000

99%

福井河川国道事務所災害対策用機械操作業務

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31年4月1日

坂川建設株式会社
福井県福井市宝永３－３－２４

7210001001440 一般競争契約

4,190,400

4,179,600

99%

嶺南地区維持用車両点検整備業務

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31年4月1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

2,541,780

2,202,876

86%

福井河川国道事務所電子複写等（上期）

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31年4月2日

株式会社ホーコーズ
福井県福井市光陽２丁目１１番４号

9210001004631 一般競争契約

540

432

80%

九頭竜川流域防災センター警備業務

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31年4月3日

株式会社オーイング
福井県大飯郡高浜町東三松９－９－１３

3210001014099 一般競争契約

1,771,200

923,400

52%

大野油坂道路事業堂本地区他不動産権利登記等業務

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31年4月12日

一般社団法人福井県公共嘱託登記司法書士協会
福井県福井市下馬２丁目３１４番地

2210005000278 一般競争契約

19,731.6

19,731

99%

嶺北地区消融雪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
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31年4月12日

株式会社柿本商会 福井支店
福井県福井市日之出１－１２－５

6220001001754 一般競争契約

29,527,200

27,540,000

93%

大野油坂道路事業堂本地区他不動産表示登記等業務

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31年4月15日

一般社団法人みやこ公共嘱託登記土地家屋調査士
協会
奈良県宇陀市大宇陀下竹１７６－３

3150005007782 一般競争契約

26,636.04

5,324

19%

嶺南地区消融雪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
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31年4月15日

福日機電株式会社
福井県福井市河増町９－１８－１

5210001003257 一般競争契約

37,508,400

35,640,000

95%

足羽川ダム工事事務所庁舎清掃業務

分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
足羽川ダム工事事務所長 新屋 孝文
福井県福井市成和１－２１１１（ポラリスビル）

平成31年4月1日

株式会社法美社
福井県福井市里別所新町５０５

1210001003384 一般競争契約

2,095,200

1,399,680

66%

足羽川ダム工事事務所パソコン・ネットワークサポート業務

分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
足羽川ダム工事事務所長 新屋 孝文
福井県福井市成和１－２１１１（ポラリスビル）

平成31年4月1日

一般社団法人福井情報技術協会
福井県坂井市春江町江留中第２５号１６番地１０

5210005009382 一般競争契約

5,468,160

3,099,600

56%

足羽川ダム工事事務所電子複写等

分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
足羽川ダム工事事務所長 新屋 孝文
福井県福井市成和１－２１１１（ポラリスビル）

平成31年4月1日

丸越プリント株式会社
福井県福井市豊島２－７－２６

7210001003940 一般競争契約

9,180

5,832

63%

単価契約
予定調達総額
994,864円

足羽川ダム工事事務所車両管理業務

分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
足羽川ダム工事事務所長 新屋 孝文
福井県福井市成和１－２１１１（ポラリスビル）

平成31年4月1日

株式会社セノン
京都府京都市下京区四条通室町東入ル函谷鉾町８
７ ケイアイ興産京都ビル７階

3011101023258

一般競争契約
（総合評価）

1,658,711.52

1,150,200

69%

単価契約
予定調達総額
12,780,000円

足羽川ダム雨量・水位監視システム運用業務

分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
足羽川ダム工事事務所長 新屋 孝文
福井県福井市成和１－２１１１（ポラリスビル）

平成31年4月1日

一般財団法人日本気象協会
福井県福井市成和１－２３０１

4013305001526 一般競争契約

2,624,400

2,613,600

99%

足羽川ダム不動産権利登記等業務

分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
足羽川ダム工事事務所長 新屋 孝文
福井県福井市成和１－２１１１（ポラリスビル）

平成31年4月22日

司法書士法人Ｈ＆Ｗトラスト
東京都新宿区新小川町４番７号

4010405008749 一般競争契約

27,624.24

5,173

18%

単価契約
予定調達総額
457,738円

足羽川ダム不動産表示登記等業務

分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
足羽川ダム工事事務所長 新屋 孝文
福井県福井市成和１－２１１１（ポラリスビル）

平成31年4月24日

一般社団法人福井県第一公共嘱託登記土地家屋調
査士協会
福井県越前市平出１－３－１１

一般競争契約

4,641.84

1,328

28%

単価契約
予定調達総額
1,765,272円

木津川上流河川事務所管内で使用する電気

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31年4月1日

関西電力株式会社
大阪府大阪市北区中之島３－６－１６

3120001059632 一般競争契約

12,890,628.36

10,217,459

79%

単価契約
予定調達総額
11,935,767円

-

単価契約
予定調達総額
10,368,870円

単価契約
予定調達総額
3,478,544円

単価契約
予定調達総額
1,519,335円

（別紙様式３）

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）
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

木津川上流河川事務所庁舎等清掃業務

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31年4月1日

毎美エンジニアリング株式会社
大阪府大阪市福島区海老江５－４－８

1120001036427 一般競争契約

7,776,000

5,572,800

71%

木津川上流河川事務所パソコン・ネットワークサポート業務

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31年4月1日

株式会社エクスネット
三重県度会郡南伊勢町切原３００－１

6190001011699 一般競争契約

8,706,216

8,694,000

99%

木津川上流河川事務所車両管理業務

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31年4月1日

日本道路興運株式会社
大阪市中央区上町Ａ－１２建設保証ビル

7011101016571

一般競争契約
（総合評価）

2,770,446.24

2,187,000

78%

単価契約
予定調達総額
30,782,736円

木津川上流河川事務所庁舎管理等業務

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31年4月1日

株式会社エクスネット
三重県度会郡南伊勢町切原３００－１

6190001011699 一般競争契約

385,199.28

208,440

54%

単価契約
予定調達総額
4,279,992円

木津川上流河川事務所河川情報連絡業務

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31年4月1日

株式会社エクスネット
三重県度会郡南伊勢町切原３００－１

6190001011699 一般競争契約

933,299.28

842,400

90%

単価契約
予定調達総額
10,369,992円

木津川上流管内災害対策用機械操作業務

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31年4月1日

日本ハイウエイ・サービス株式会社
大阪府大阪市中央区上町Ａ－１２

3011101049682 一般競争契約

6,285,600

6,274,800

99%

木津川上流管内ゲート設備点検整備業務

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31年4月1日

株式会社上田新工業
三重県四日市市河原田町１６２０－１

9190001014385 一般競争契約

9,223,200

5,940,000

64%

木津川上流河川事務所管内電気通信施設保守業務

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31年4月1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
（総合評価）

66,549,600

65,340,000

98%

木津川上流管内空調設備等点検設備業務

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31年4月17日

株式会社カナリヤ電機
三重県名張市鴻之台４番町５６

1190001009590 一般競争契約

3,300,000

3,223,000

97%

木津川上流管内車両整備業務

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31年4月18日

株式会社岡田自動車
奈良県奈良市月ケ瀬桃香野５２３７

6150001000441 一般競争契約

4,686,595.2

1,952,748

41%

淀川ダム統合管理事務所庁舎管理業務

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31年4月1日

近畿ビルサービス株式会社
大阪府富田林市錦織北１丁目１６番３８号

1120101030783 一般競争契約

13,575,600

9,871,200

72%

分任支出負担行為担当官
淀川ダム統合管理事務所パソコン・ネットワークサポート業務 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31年4月1日

株式会社メディア・クラフト
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目１８番１号

6180001065671 一般競争契約

5,397,525

5,394,600

99%

淀川ダム統合管理事務所車両管理業務

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31年4月1日

株式会社セノン
大阪府大阪市北区中之島３－３－３ 中之島ビル２０
階

3011101023258

一般競争契約
（総合評価）

2,035,812.96

1,952,640

95%

単価契約
予定調達総額
1,885,012円

淀川ダム統合管理事務所庁舎清掃等業務

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31年4月1日

株式会社ハヤシハウジング
大阪府堺市東区日置荘田中町３５２－２

6120101005806 一般競争契約

4,228,200

2,408,400

56%

単価契約
予定調達総額
3,915,000円

平成３１年度淀川ダム統合管理事務所管内で使用する電気

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31年4月1日

関西電力株式会社
大阪府大阪市北区中之島３丁目６－１６

3120001059632 一般競争契約

11,826,859.68

9,635,979

81%

単価契約
予定調達総額
10,950,796円

天ヶ瀬ダム堤頂通路等監視業務

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31年4月1日

近畿ビルサービス株式会社
大阪府富田林市錦織北１丁目１６番３８号

1120101030783 一般競争契約

12,182,400

9,817,200

80%

淀川ダム統合管理事務所電気通信施設保守業務

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31年4月1日

株式会社ケーネス
大阪府大阪市中央区内本町２－４－１６ オフィス
ポート内本町８階

8010401009458 一般競争契約

55,652,400

55,080,000

98%

分任支出負担行為担当官
淀川ダム統合管理事務所レーダ雨雪量計システム保守業務 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31年4月1日

西菱電機株式会社
大阪府大阪市北区堂島浜２－２－８

1140001078509 一般競争契約

43,934,400

43,848,000

99%

天ヶ瀬ダム防災情報提供業務

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31年4月1日

エフエム宇治放送株式会社
京都府宇治市宇治琵琶４５－１３宇治商工会議所内

9130001032401 一般競争契約

1,944,000

1,890,000

97%

淀川ダム統合管理事務所汚水処理施設保守点検業務

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31年4月3日

株式会社郡幸工業所
大阪府寝屋川市郡元町５－３

1120001153536 指名競争契約

1,404,000

1,263,600

90%

淀川ダム統合管理事務所電子複写等

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31年4月11日

株式会社京阪工技社
大阪府大阪市旭区高殿６ー１５ー１５

4120001000396 一般競争契約

71.28

50

70%

単価契約
予定調達総額
4,339,440円

単価契約
予定調達総額
3,157,632円

（別紙様式３）

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）
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

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31年4月1日

株式会社ＫＢＳ
奈良県大和高田市神楽３－１１－９

4150001014939 一般競争契約

15,433,200

9,072,000

58%

分任支出負担行為担当官
九頭竜川ダム統合管理事務所パソコン・ネットワークサポート
九頭竜川ダム統合管理事務所長 伊藤 太一
業務
福井県大野市中野２９－２８

平成31年4月1日

株式会社サンディ
福井県坂井市丸岡町舟寄９０－１５

5210001009163 一般競争契約

5,549,770

4,644,000

83%

九頭竜ダム管理支所情報連絡業務

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31年4月1日

株式会社アイメル
福井県福井市新保町３８－１

3210001004694 一般競争契約

3,218,400

2,916,000

90%

九頭竜川ダム統合管理事務所清掃業務

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31年4月1日

株式会社オネスト
福井県福井市四ツ井１－１８－１

9210001009515 一般競争契約

4,179,600

3,240,000

77%

九頭竜川ダム統合管理事務所車両管理業務

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31年4月1日

日本道路興運株式会社
金沢市高畠３－１２４五高ビル２階

7011101016571

一般競争契約
（総合評価）

2,165,673.24

1,447,200

66%

真名川ダム堤体エレベーター設備点検整備業務

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31年4月1日

三菱電機ビルテクノサービス株式会社
福井県福井市大手３－４－１

5010001030412 一般競争契約

1,004,400

918,000

91%

九頭竜川ダム統合管理事務所庁舎機械設備点検整備業務

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31年4月1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

6,220,800

6,048,000

97%

九頭竜ダム他船舶点検整備業務

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31年4月1日

株式会社嶋田商会
福井県福井市中央３－１３－３

5210001001681 一般競争契約

1,998,000

1,782,000

89%

九頭竜川ダム統合管理事務所電気通信施設保守業務

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31年4月1日

株式会社マルツ電波
福井県福井市豊島２－７－４

8210001003972

一般競争契約
（総合評価）

75,902,400

74,952,000

98%

真名川ダム管理設備他点検整備業務

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31年4月15日

福井鐵工株式会社
福井県福井市若栄町７０２

4210001003662 一般競争契約

8,002,800

7,776,000

97%

紀の川ダム統合管理事務所他電気通信施設保守業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所長 柳瀬 勝久
奈良県五條市三在町１６８１

平成31年4月1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
（総合評価）

103,464,000

102,600,000

99%

紀の川ダム統合管理事務所等庁舎等清掃業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所長 柳瀬 勝久
奈良県五條市三在町１６８１

平成31年4月1日

株式会社アカツキ
大阪府堺市日置荘西町３－５－２

7120101000434 一般競争契約

6,609,600

4,510,080

68%

紀の川ダム統合管理事務所他自家用電気工作物保守業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所長 柳瀬 勝久
奈良県五條市三在町１６８１

平成31年4月1日

一般財団法人関西電気保安協会 奈良支店
奈良県奈良市三条大路１－１－９０ 奈良セントラル
ビル５Ｆ

6120005015182 一般競争契約

25,336,800

22,680,000

89%

紀の川ダム統合管理事務所等庁舎管理業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所長 柳瀬 勝久
奈良県五條市三在町１６８１

平成31年4月1日

株式会社ＫＢＳ
奈良県大和高田市神楽３－１１－９

4150001014939 一般競争契約

14,364,000

5,572,800

38%

分任支出負担行為担当官
紀の川ダム統合管理事務所等パソコン・ネットワークサポート
近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所長 柳瀬 勝久
業務
奈良県五條市三在町１６８１

平成31年4月1日

株式会社メディア・クラフト
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目１８番１号

6180001065671 一般競争契約

8,870,834

8,817,120

99%

紀の川ダム統管管内空調設備及び消防設備他点検作業

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所長 柳瀬 勝久
奈良県五條市三在町１６８１

平成31年4月1日

株式会社シティサービス
奈良県奈良市芝辻町３－８－２１

6150001000953 一般競争契約

4,492,800

3,888,000

86%

紀の川ダム統管管内車両整備作業

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所長 柳瀬 勝久
奈良県五條市三在町１６８１

平成31年4月1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

5,110,560

1,415,232

27%

紀の川ダム統管管内エレベータ設備点検整備作業

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所長 柳瀬 勝久
奈良県五條市三在町１６８１

平成31年4月24日

日本オーチス・エレベータ株式会社西日本支社
大阪府大阪市中央区城見２－１－６１ ツイン２１ＭＩ
Ｄタワー１０階

9010001075825 一般競争契約

5,821,200

4,942,080

84%

近畿技術事務所パソコン・ネットワークサポート業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 近畿技術事務所長
大阪府枚方市山田池北町１１－１

野村 正之

平成31年4月1日

株式会社メディア・クラフト
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目１８番１号

6180001065671 一般競争契約

8,719,643

8,671,320

99%

近畿技術事務所汚水処理施設保守点検作業

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 近畿技術事務所長
大阪府枚方市山田池北町１１－１

野村 正之

平成31年4月1日

関西浄化株式会社
大阪府寝屋川市高宮栄町１－１－１０６

6120001147582 一般競争契約

2,414,880

2,052,000

84%

単価契約
予定調達総額
2,052,000円

近畿技術事務所車両管理業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 近畿技術事務所長
大阪府枚方市山田池北町１１－１

野村 正之

平成31年4月1日

株式会社セノン
大阪府大阪市北区中之島３－３－３ 中之島ビル２０
階

3011101023258

一般競争契約
（総合評価）

1,564,256.88

1,483,920

94%

単価契約
予定調達総額
16,488,000円

九頭竜川ダム統合管理事務所情報連絡業務

-

単価契約
予定調達総額
24,063,036円

単価契約
予定調達総額
4,732,000円

（別紙様式３）

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）
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

近畿技術事務所庁舎警備等業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 近畿技術事務所長
大阪府枚方市山田池北町１１－１

野村 正之

平成31年4月1日

株式会社アカツキ
大阪府堺市東区日置荘西町３－５－２

7120101000434 一般競争契約

1,322,326.08

1,296,000

98%

単価契約
予定調達総額
14,692,512円

近畿技術事務所電気通信施設保守業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 近畿技術事務所長
大阪府枚方市山田池北町１１－１

野村 正之

平成31年4月1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

4,006,800

3,996,000

99%

近畿技術事務所応急組立橋防災支援業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 近畿技術事務所長
大阪府枚方市山田池北町１１－１

野村 正之

平成31年4月1日

株式会社ＩＨＩインフラ建設 関西支店
大阪府大阪市浪速区湊町１－４－１

5010601000905 一般競争契約

12,808,800

12,106,800

94%

近畿技術事務所技術資料等システム登録業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 近畿技術事務所長
大阪府枚方市山田池北町１１－１

野村 正之

平成31年4月1日

株式会社ライトリー
大阪府四條畷市蔀屋本町２－６

4122001024656 一般競争契約

5,871,776

2,376,000

40%

近畿技術事務所中小型車両点検整備業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 近畿技術事務所長
大阪府枚方市山田池北町１１－１

野村 正之

平成31年4月1日

丸毛自動車工業株式会社
大阪府寝屋川市宝町１４－５

4120001151149 一般競争契約

3,499,200

3,402,000

97%

単価契約
予定調達総額
3,240,000円

近畿技術事務所大型車両点検整備業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 近畿技術事務所長
大阪府枚方市山田池北町１１－１

野村 正之

平成31年4月1日

株式会社城谷自動車工作所
京都府京都市伏見区竹田向代町１６－１

4130001014734 一般競争契約

5,987,520

5,832,000

97%

単価契約
予定調達総額
5,544,000円

近畿技術事務所研修棟寝具賃貸借

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 近畿技術事務所長
大阪府枚方市山田池北町１１－１

野村 正之

平成31年4月4日

前川株式会社
大阪府東大阪市御厨東１－３－４２

5122001006397 一般競争契約

2,740,878

2,576,340

93%

単価契約
予定調達総額
2,537,850円

近畿技術事務所庁舎清掃業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 近畿技術事務所長
大阪府枚方市山田池北町１１－１

野村 正之

平成31年4月8日

株式会社ホープクリエイト
大阪府南河内郡太子町春日１４２１－１

3120101049145 一般競争契約

7,932,291.12

3,272,400

41%

単価契約
予定調達総額
7,344,714円

近畿技術事務所災害対策用機械等操作業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 近畿技術事務所長
大阪府枚方市山田池北町１１－１

野村 正之

平成31年4月23日

日本ロード・メンテナンス株式会社
兵庫県神戸市東灘区青木５－１－８

8140001002924 一般競争契約

11,113,200

11,070,000

99%

近畿技術事務所電子複写製本等

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 近畿技術事務所長
大阪府枚方市山田池北町１１－１

野村 正之

平成31年4月25日

株式会社京阪工技社
大阪府大阪市旭区高殿６ー１５ー１５

4120001000396 一般競争契約

147.96

97

65%

国営明石海峡公園事務所管内で使用する電気

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31年4月1日

関西電力株式会社
大阪府大阪市北区中之島３丁目６番１６号

3120001059632 一般競争契約

18,732,048

13,525,888

72%

国営明石海峡公園事務所行政情報パソコン・ネットワークサ
ポート業務

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31年4月1日

株式会社メディア・クラフト
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目１８番１号

6180001065671 一般競争契約

4,276,872

3,992,220

93%

国営明石海峡公園事務所車両管理業務

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31年4月1日

日本道路興運株式会社
東京都新宿区西新宿６丁目６番３号

7011101016571

一般競争契約
（総合評価）

521,935.92

419,040

80%

国営明石海峡公園事務所電気通信施設保守業務

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31年4月1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

17,301,600

17,280,000

99%

国営明石海峡公園昇降設備保守点検業務

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31年4月1日

日本オーチス・エレベータ株式会社
兵庫県神戸市中央区京町７８

9010001075825 一般競争契約

3,088,800

2,592,000

83%

国営飛鳥歴史公園事務所管内で使用する電気

分任支出負担行為担当官
国営飛鳥歴史公園事務所長 松本 浩
奈良県高市郡明日香村大字平田５３８

平成31年4月1日

関西電力株式会社
大阪府大阪市北区中之島３－６－１６

3120001059632 一般競争契約

7,912,192.32

5,563,013

70%

単価契約
予定調達総額
7,912,192円

平城宮いざない館で使用する電気

分任支出負担行為担当官
国営飛鳥歴史公園事務所長 松本 浩
奈良県高市郡明日香村大字平田５３８

平成31年4月1日

関西電力株式会社
大阪府大阪市北区中之島３丁目６－１６

3120001059632 一般競争契約

8,052,960.6

5,747,892

71%

単価契約
予定調達総額
7,456,445円

分任支出負担行為担当官
国営飛鳥歴史公園事務所パソコン・ネットワークサポート業務 国営飛鳥歴史公園事務所長 松本 浩
奈良県高市郡明日香村大字平田５３８

平成31年4月1日

株式会社エクスネット
三重県度会郡南伊勢町切原３００－１

6190001011699 一般競争契約

4,648,687

4,158,000

89%

国営飛鳥歴史公園事務所車両管理業務

分任支出負担行為担当官
国営飛鳥歴史公園事務所長 松本 浩
奈良県高市郡明日香村大字平田５３８

平成31年4月1日

日本道路興運株式会社
東京都新宿区西新宿６－６－３

7011101016571

一般競争契約
（総合評価）

529,222.68

442,800

83%

国営飛鳥歴史公園事務所自家用電気工作物保守業務

分任支出負担行為担当官
国営飛鳥歴史公園事務所長 松本 浩
奈良県高市郡明日香村大字平田５３８

平成31年4月1日

一般財団法人関西電気保安協会奈良支店
大阪府大阪市西区北堀江３丁目１番１６号

6120005015182 一般競争契約

4,147,200

3,660,120

88%

国営飛鳥歴史公園事務所電気通信施設保守業務

分任支出負担行為担当官
国営飛鳥歴史公園事務所長 松本 浩
奈良県高市郡明日香村大字平田５３８

平成31年4月1日

株式会社ほくつう福井支社
福井県福井市問屋町２－４３

6220001006381 一般競争契約

1,350,000

1,242,000

92%

単価契約
予定調達総額
2,460,763円
単価契約
予定調達金額
17,344,489

単価契約
予定調達総額
5,799,288円

単価契約
予定調達総額
5,880,252円

（別紙様式３）

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）
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

国営飛鳥歴史公園事務所庁舎等清掃業務

分任支出負担行為担当官
国営飛鳥歴史公園事務所長 松本 浩
奈良県高市郡明日香村大字平田５３８

平成31年4月2日

株式会社ホープクリエイト
大阪府南河内郡太子町春日１４２１－１

3120101049145 一般競争契約

4,009,163

1,851,120

46%

平城宮跡歴史公園建築保全・法定点検等業務

分任支出負担行為担当官
国営飛鳥歴史公園事務所長 松本 浩
奈良県高市郡明日香村大字平田５３８

平成31年4月16日

近鉄ビルサービス株式会社
奈良市富雄３－１－３９

7120001014708 一般競争契約

13,930,592

13,878,000

99%

平成31年4月1日

株式会社メディア・クラフト
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目１８番１号

6180001065671 一般競争契約

3,879,152

3,850,200

99%

平成31年4月1日

日本道路興運株式会社 大阪支店
大阪市中央区上町Ａ－１２建設保証ビル

7011101016571

一般競争契約
（総合評価）

523,166.04

399,600

76%

単価契約
予定調達総額
5,812,956円

平成31年4月16日

クリエイトサービス株式会社
滋賀県大津市勧学２－２１－３０

5160001000631 一般競争契約

68.3964

15

21%

単価契約
予定調達総額
1,751,789円

京都営繕事務所パソコン・ネットワークサポート業務

京都営繕事務所車両管理業務

京都営繕事務所電子複写等

分任支出負担行為担当官
京都営繕事務所長 柴田 翼
京都府京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町３４－１２ 京都第２
地方合同庁舎
分任支出負担行為担当官
京都営繕事務所長 柴田 翼
京都府京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町３４－１２ 京都第２
地方合同庁舎
分任支出負担行為担当官
京都営繕事務所長 柴田 翼
京都府京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町３４－１２ 京都第２
地方合同庁舎

（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。
（注）公表対象競争契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に
単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額（税抜き）を記載する。

