（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

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
号館
支出負担行為担当官
滋賀県草津市草津一丁目他における都市部官民境界基本調 近畿地方整備局長 黒川 純一良
査業務
大阪府大阪市中央区大手前１丁目５番４４号
号館
支出負担行為担当官
近畿地方整備局長 黒川 純一良
滋賀県大津市萱野浦における都市部官民境界基本調査業務
大阪府大阪市中央区大手前１丁目５番４４号
号館
支出負担行為担当官
大阪府堺市堺区三宝町における都市部官民境界基本調査業 近畿地方整備局長 黒川 純一良
務
大阪府大阪市中央区大手前１丁目５番４４号
号館
支出負担行為担当官
近畿地方整備局長 黒川 純一良
行政情報パソコン一式賃貸借（Ｈ３１）
大阪府大阪市中央区大手前１丁目５番４４号
号館
支出負担行為担当官
近畿地方整備局長 黒川 純一良
公共ブロードバンド移動通信システム購入１式
大阪府大阪市中央区大手前１丁目５番４４号
号館
平成３１年度近畿地方整備局一般定期健康診断業務

大阪合同庁舎第１

大阪合同庁舎第１

大阪合同庁舎第１

大阪合同庁舎第１

大阪合同庁舎第１

大阪合同庁舎第１

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）

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター
東京都千代田区神田須田町１－１０神田ＯＮビル

8011105000257 一般競争契約

令和1年6月12日

株式会社共栄テック
大阪府吹田市江坂町３－１７－９山本ビル２０２号

令和1年6月12日

予定価格

契約金額

落札率
単価契約

24,424,356

16,033,798

3120901006163 一般競争契約

9,328,000

7,370,000

79%

株式会社共栄テック
大阪府吹田市江坂町３－１７－９山本ビル２０２号

3120901006163 一般競争契約

7,150,000

6,380,000

89%

令和1年6月17日

株式会社日豊
神奈川県川崎市宮前区小台１丁目８番７号

7020001068276 一般競争契約

8,250,000

3,817,000

46%

令和1年6月19日

日立キャピタル株式会社
東京都港区西新橋１丁目３番１号

6010401024970

一般競争契約
（総合評価）

20,395,760

19,375,950

令和1年6月19日

株式会社日立国際電気
大阪府大阪市中央区城見２－２－２２

2010001098064

一般競争契約
（総合評価）

440,010,450

192,577,000

43%

令和1年6月3日

備考

65% 予定調達総額
22,203,960円

単価契約

94% 予定調達総額

1,032,000,000円

琵琶湖河川事務所管内施設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
琵琶湖河川事務所長 堀田 伸之
滋賀県大津市黒津４－５－１

令和1年6月27日

株式会社関西シーケンス管理
滋賀県大津市唐崎２－１４－１８

4160001003478 一般競争契約

10,747,000

7,370,000

68%

由良川河川管理施設環境整備作業

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

令和1年6月27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

13,143,600

11,304,360

86%

六方排水機場燃料重油他購入

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 中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町１０－３

令和1年6月21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

7,106,896.8

7,030,713

98% 予定調達総額

姫路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
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

令和1年6月17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

4,727.8

1,463

30% 予定調達総額

姫路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
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

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

19,731.6

3,164

16% 予定調達総額

国道４３号他昇降設備点検整備業務

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

令和1年6月14日

4120001016681 一般競争契約

3,751,000

3,366,000

89%

国道２号浜手バイパス通行規制に係る新聞広告掲載業務

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

令和1年6月14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

4,449,600

3,758,400

84%

和歌山河川国道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
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

令和1年6月14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

13,706,000

12,980,000

94%

河川管理施設燃料重油他購入

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

令和1年6月27日

鈴木石油株式会社
和歌山県東牟婁郡串本町串本１７６４

5170001011776 一般競争契約

1,925,330

1,797,290

93% 予定調達総額

福井河川国道事務所庁舎機械設備点検保守業務

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

令和1年6月20日

菱機工業株式会社
福井県福井市開発４－１１９

9220001007518 一般競争契約

3,212,000

3,080,000

95%

名張川改修事業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
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

令和1年6月24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

1,339

九頭竜ダム情報連絡業務

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

令和1年6月14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

12,474,000

11,550,000

92%

九頭竜川ダム統合管理事務所管内広報運営補助他業務

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

令和1年6月24日

株式会社アド・ジャパン
福井県福井市御幸２－１７－２５

5210001000106 一般競争契約

2,710,800

1,842,577

67%

（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。

令和1年6月27日

日本昇降機株式会社

単価契約

6,580,460円
単価契約

3,000,000円
単価契約

240,000円

単価契約

1,633,900円

単価契約

28% 予定調達総額
1,544,998円

