（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

行政情報システム運用保守業務（Ｒ１）

可搬型小型発電機購入１式

映像配信設備製造及び据付調整１式

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 井上 智夫
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
支出負担行為担当官
近畿地方整備局長 井上 智夫
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
支出負担行為担当官
近畿地方整備局長 井上 智夫
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

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

令和1年11月13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
（総合評価）

267,910,709

182,932,200

68%

令和1年11月13日

株式会社拓和
大阪府大阪市北区西天満３－１－６ 辰野西天満ビ
ル４Ｆ

7010001022589 一般競争契約

28,264,500

25,740,000

91%

令和1年11月21日

富士通株式会社
大阪府大阪市中央区城見２－２－６

1020001071491 一般競争契約

309,419,000

297,000,000

95%

令和1年11月6日

株式会社拓和
大阪府大阪市北区西天満３－１－６

7010001022589 一般競争契約

3,825,800

3,630,000

94%

令和1年11月6日

株式会社讀賣連合広告社
滋賀県大津市末広町７－１ 大津パークビル２Ｆ

3120001071843 一般競争契約

6,479,000

5,300,900

81%

水位観測所特定小電力無線装置製造据付

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

雪害対策他新聞広告業務

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
滋賀県大津市竜が丘４－５

小型貨物車１台交換

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

令和1年11月28日

前田自動車株式会社
京都府福知山市字岩井小字秋道８４－４

8130001041329

一般競争契約
（総合評価）

1,937,256

1,929,806

99%

冬期雪害対策他新聞広告業務

分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
京都国道事務所長 稲井 康弘
京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町８０８

令和1年11月6日

大毎広告株式会社
大阪府大阪市北区梅田３－４－５

7120001066658 一般競争契約

12,100,000

9,115,700

75%

浪速国道事務所小型乗用車１台交換

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

古川 慎治

令和1年11月13日

株式会社松島モータース
大阪府高槻市高槻町１９－１１

8120901019020

一般競争契約
（総合評価）

2,609,322

2,534,670

97%

浪速国道事務所サーバ等賃貸借

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

古川 慎治

令和1年11月26日

株式会社堀通信
京都府福知山市字天田３９１－乙

9130001041286 一般競争契約

90,310

62,590

69%

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 井樋 世一郎
大阪府池田市上池田２－２－３９

令和1年11月13日

株式会社ケイディーエス
大阪府大阪市北区南森町２丁目４番１号

1120001016346 一般競争契約

1,606,000

1,452,000

90%

豊岡河川国道事務所行政文書管理状況等調査業務

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

令和1年11月8日

関西レコードマネジメント株式会社
大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４番４号

6140001068315 一般競争契約

1,763,869

1,474,000

83%

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
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

令和1年11月1日

山陽自動車工業株式会社
兵庫県宍粟市山崎町庄能１３３－１

9140001039016 一般競争契約

136,400

129,580

95%

奈良国道事務所下期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

令和1年11月27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

10,890,000

10,230,000

93%

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 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11月14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

11,341,000

5,940,000

52%

蓄電池購入

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11月28日

株式会社ケイディーエス
大阪府大阪市北区南森町２丁目４番１号

1120001016346 一般競争契約

4,543,000

1,846,900

40%

小型トラック２台交換購入

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11月6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
（総合評価）

4,191,726

3,837,680

91%

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11月20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

4,734,690.4

4,099,205

86%

雪害対策新聞掲載業務

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（読売大阪ビル）

3120001071843 一般競争契約

3,506,250

2,966,700

84%

足羽川ダム工事事務所緊急自動車１台購入

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）

令和1年11月25日

福井トヨタ自動車株式会社
福井市下荒井町１９－５０

8210001003683 一般競争契約

4,397,579

3,852,270

87%

木津川上流河川事務所行政文書等整理業務

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

令和1年11月8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

9,020,000

8,690,000

96%

森本 和寛

磯部 良太

（注1）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
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。
（注2）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。

備考

単価契約
予定調達総額
3,940,800円

単価契約
予定調達総額
3,600,000円

単価契約
予定調達総額
4,304,264円

