（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

レーダ雨雪量計システム改造一式

簡易型河川カメラ通信サービス契約

債権管理システム（ＣＲＭＳ）改良業務

Ｈ３１－３５国営明石海峡公園運営維持管理業務

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
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
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
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
号館

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）

予定価格

契約金額

落札率

令和1年12月3日

西菱電機株式会社
兵庫県伊丹市藤ノ木３－５－３３

1140001078509 一般競争契約

26,862,000

25,850,000

96%

令和1年12月9日

株式会社ＩＰモーション
東京都港区芝浦１－３－３ 浜松町ライズスクエア６
Ｆ

7010401034218 一般競争契約

7,714,080

5,709,550

74%

令和1年12月17日

ＴＤＣフューテック株式会社
東京都品川区東大井２－３－８ ケイヒン東大井ビ
ル１０階

5010401012984 一般競争契約

14,432,000

14,080,000

97%

令和1年12月26日

公益財団法人兵庫県園芸・公園協会
兵庫県明石市明石公園１－２７

5140005020306

一般競争契約
（総合評価）

2,529,989,000

2,524,500,000

99%

琵琶湖河川管内空調設備取替

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12月12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

4,796,000

4,537,500

94%

服部水位観測機器他製造据付

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

令和1年12月17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

7,997,000

7,700,000

96%

福知山河川国道事務所河川道路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 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12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

12,837,000

12,100,000

94%

木津東バイパスイベント運営等業務

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12月20日

ＴＳＰ西日本株式会社
大阪府大阪市大正区北恩加島１－７－１９

7140001071219 一般競争契約

5,635,630

4,158,000

73%

淀川河川事務所行政情報システム（サーバ）一式賃貸借

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局淀川河川事務所長 三戸 雅文
大阪府枚方市新町２－２－１０

令和1年12月4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

80,300

54,780

68%

交通量計測機器購入

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 国土交通技官 久保 和幸
大阪府大阪市城東区今福西２－１２－３５

令和1年12月10日

株式会社エイテック
東京都渋谷区本町４－１２－７ 住友不動産西新宿
ビル６階

4011001059252 一般競争契約

4,257,000

4,257,000

100%

大阪国道管内低濃度ＰＣＢ廃棄物運搬作業

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 国土交通技官 久保 和幸
大阪府大阪市城東区今福西２－１２－３６

令和1年12月25日

株式会社エコ・ポリス
愛知県名古屋市西区あし原町７番地

4180001071432 一般競争契約

2,584,945

1,375,000

53%

第二京阪道路開通１０周年広報業務

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 古川 慎治
大阪府枚方市南中振３－２－３

令和1年12月24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

8,107,000

6,573,120

81%

雪害対策新聞広告業務

分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局
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12月2日

株式会社讀賣連合広告社
兵庫県姫路市北条２３４－１７ 読売ＤＣビル２階

3120001071843 一般競争契約

12,331,000

11,385,000

92%

姫路第二維持出張所管内低濃度ＰＣＢ処理作業

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

令和1年12月3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

11,857,560

7,430,500

62%

六甲砂防事務所サーバ賃貸借及び保守（Ｒ１）

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

令和1年12月11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

70,114

45,100

64%

兵庫国道管内雨量計他購入一式

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

令和1年12月13日

株式会社大測システック
大阪府大阪市中央区安土町１丁目７番１３号

9140001030445 一般競争契約

1,958,000

1,485,000

75%

兵庫国道管内蓄電池購入一式

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

令和1年12月13日

株式会社ケーネス
東京都港区芝公園２丁目６番３号

8010401009458 一般競争契約

7,810,000

2,750,000

35%

分任支出負担行為担当官
国道１７５号西脇北バイパス（寺内ランプ～大伏ランプ）開通
兵庫国道事務所長 国土交通技官 日野 雅仁
式典運営等業務
兵庫県神戸市中央区波止場町３－１１

令和1年12月17日

株式会社デイスプレイミワボシ
兵庫県神戸市兵庫区大開通３－１－２１

4140001013636 一般競争契約

4,950,000

4,378,000

88%

国道１７５号西脇北バイパス部分供用に係る新聞掲載業務

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

令和1年12月24日

株式会社讀賣連合広告社
大阪府大阪市北区野崎町５番９号

3120001071843 一般競争契約

2,288,000

1,770,450

77%

兵庫国道管内直流電源装置購入一式

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

令和1年12月24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

14,619,000

6,490,000

44%

紀伊山系砂防事務所管内図等修正印刷業務

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
奈良県五條市三在町１６８１

令和1年12月23日

有限会社ダック
兵庫県姫路市南車崎２－７－２６

4140002049522 一般競争契約

1,584,000

605,000

38%

磯部 良太

小竹 利明

備考

単価契約
予定調達総額
7,012,800円

単価契約
予定調達総額
3,504,000円

単価契約
予定調達総額
3,059,520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

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

低濃度ＰＣＢ廃棄物運搬処理作業

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 国土交通技官
福井県大野市中野２９－２８

プロッター１台他賃貸借及び保守

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 国土交通技官
福井県大野市中野２９－２９

特定小電力無線装置１式購入

国営飛鳥歴史公園事務所連絡車１台交換購入

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12月4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

4,373,050

3,302,200

75%

伊藤 太一

令和1年12月2日

株式会社富山環境整備
富山県富山市金屋３７８３－８

6230001002090 一般競争契約

1,159,400

856,900

73%

伊藤 太一

令和1年12月10日

エフケーユーテクニカル株式会社
福井県福井市和田東１丁目８１３

1210001000547 一般競争契約

34,650

32,340

93%

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

令和1年12月12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

2,083,400

1,980,000

95%

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

令和1年12月24日

兵庫三菱自動車販売株式会社
神戸市中央区脇浜町２－９－１

4140001012357

一般競争契約
（総合評価）

3,988,419

3,680,000

92%

（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
1,512,000円

