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170124 支出負担行為担当官 九州地方整備局
長 小平田浩司 （福岡市博多区博多駅
東２―10―７）

40 鹿児島港湾合同庁舎(28)建築工事 41 三井住友建設株式会社九州支店（福岡
市博多区上呉服町10―１）

1,402,920,000 161021 一般 総合評価

170131 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 川瀧 弘之 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 複合機･ﾌﾟﾘﾝﾀ賃貸借及び保守(17ｰ03)
一式

14 富士ゼロックス宮城（株）　宮城県仙
台市青葉区五橋一丁目１―23

71,172,576 161124 一般

170201 支出負担行為担当官 九州地方整備局
長 小平田浩司 （福岡市博多区博多駅
東２―10―７）

40 東九州道(志布志〜大崎)菱田川橋上部
工工事

41 オリエンタル白石株式会社福岡支店
（福岡市中央区天神４―２―31）

741,420,000 161011 一般 総合評価

170202 支出負担行為担当官 九州地方整備局
長 小平田浩司 （福岡市博多区博多駅
東２―10―７）

40 宮崎220号伊比井ﾄﾝﾈﾙ新設工事 41 東急建設株式会社九州支店（福岡市博
多区祇園町２―１）

2,335,824,000 161025 一般 総合評価

170207 支出負担行為担当官 九州地方整備局
長 小平田浩司 （福岡市博多区博多駅
東２―10―７）

40 小倉合同庁舎(28)建築工事 41 広成建設株式会社九州支店（福岡市博
多区博多駅南１―11―17）

1,060,884,000 161031 一般 総合評価

170207 支出負担行為担当官　第九管区海上保
安本部長　下野　浩司（新潟県新潟市
中央区美咲町１―２―１）

1 金沢港無量寺埠頭ほか2箇所で使用す
る電気の調達 予定数量 874,770kwh

26 株式会社Ｆ―Ｐｏｗｅｒ　東京都港区
六本木１―８―７

12,647,900 161216 一般

170207 支出負担行為担当官　第九管区海上保
安本部長　下野　浩司（新潟県新潟市
中央区美咲町１―２―１）

1 新潟航空基地庁舎ほか3箇所で使用す
る電気の調達 予定数量 792,390kwh

26 伊藤忠エネクス株式会社　東京都港区
虎ノ門２―10―１

16,368,296 161216 一般

170210 支出負担行為担当官 国土交通省近畿
運輸局長 若林 陽介 （大阪市中央区
大手前４丁目１番76号）

27 大阪運輸支局他で使用する電気 26 丸紅新電力株式会社　東京都中央区日
本橋二丁目７番１号

32,596,260 161215 一般

170213 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 川瀧 弘之 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 国道106号小山田地区道路工事 41 飛島建設（株）　神奈川県川崎市高津
区坂戸３―２―１

4,332,387,600 161107 一般 総合評価

170216 支出負担行為担当官 国土交通省九州
運輸局長 佐々木 良 （福岡県福岡市
博多区博多駅東２―11―１）

40 福岡運輸支局他11箇所で使用する電気
需給契約

26 丸紅新電力株式会社　東京都中央区日
本橋２―７―１

28,953,913 161216 一般

170216 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 川瀧 弘之 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 一関遊水地長島水門ｹﾞｰﾄ設備更新工事 41 日立造船（株）　大阪府大阪市住之江
区南港北１―７―89

832,032,000 161202 一般 総合評価

170217 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 23ﾒｰﾄﾙ型測量船1隻建造 20 （株）木曽造船　広島県尾道市向東町
906

621,000,000 161222 一般

170217 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 ﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑ測深装置1式買入 20 （株）ハイドロシステム開発　大阪市
西区本田３丁目２―18

96,886,152 161228 一般

170217 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 音響測位装置用昇降装置1台ほか1点買
入

20 （株）オーシャンウィングス　東京都
大田区北千束２―８―２

123,768,000 161228 一般

170217 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 自律型高機能観測装置(5ﾒｰﾄﾙ型)1式買
入

20 （株）東洋テクニカ　東京都中央区八
重洲１丁目１番６号

378,000,000 161228 一般

170217 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 表層探査装置1式買入 20 （株）東洋テクニカ　東京都中央区八
重洲１丁目１番６号

64,584,000 161228 一般

170220 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 ﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑ測深装置1式ほか1点買入 20 （株）ハイドロシステム開発　大阪市
西区本田３丁目２―18

210,166,488 161228 一般

170220 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 高圧空気発生装置1式買入 20 （株）サービスエンジニアリング　東
京都江東区北砂３―１―15

196,560,000 161228 一般

170220 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 複合測位装置1式ほか1点買入 20 セナーアンドバーンズ（株）　東京都
大田区羽田空港１丁目６番６号

25,596,000 161228 一般

170221 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 海上重力計1式買入 20 応用地質（株）　東京都千代田区神田
美土代町７番地

135,000,000 161228 一般

170221 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 浅海用音波探査装置1式買入 20 （株）東洋テクニカ　東京都中央区八
重洲１丁目１番６号

83,160,000 161228 一般

170221 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 連続鉛直深度音速計1式買入 20 （株）ハイドロシステム開発　大阪市
西区本田３丁目２―18

22,453,200 161228 一般

170222 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 川瀧 弘之 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 国道45号鍬台地区舗装工事 41 フジタ道路（株）　東京都中央区晴海
１―８―10

1,663,200,000 161125 一般 総合評価

170222 分任支出負担行為担当官 九州地方整
備局延岡河川国道事務所長 北園 猛
（宮崎県延岡市大貫町１―2889）

45 延岡河川国道事務所大峡電気室外3箇
所で使用する電気 1式

26 九州電力（株）延岡営業所（宮崎県延
岡市東本小路96―２）

22,812,847 161227 一般

国土交通省

(Ministry of Land, Infrastructure and Transport)
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170223 支出負担行為担当官 中国地方整備局
長 川崎 茂信 （広島県広島市中区上
八丁堀６―30）

34 出雲湖陵道路神西ﾄﾝﾈﾙ工事 41 戸田建設株式会社　東京都中央区京橋
一丁目７番１号

1,499,900,000 161017 一般 総合評価

170224 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 4,400kWﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関4基ほか4点製造 13 ヤンマー（株）　大阪府大阪市北区茶
屋町１―32

987,444,000 170130 一般

170224 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 6,600kWﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関(6,000ﾄﾝ型巡視船
用)4基ほか4点製造

11 新潟原動機（株）　東京都千代田区外
神田２―14―５

1,630,800,000 170124 一般

170224 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 6,600kWﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関(6,500ﾄﾝ型巡視船
用)4基ほか4点製造

11 （株）ディーゼルユナイテッド　東京
都千代田区神田須田町２―８

2,149,200,000 170124 一般

170224 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 可変ﾋﾟｯﾁﾌﾟﾛﾍﾟﾗ装置(3,500ﾄﾝ型巡視船
用)2式ほか4点製造

13 かもめプロペラ（株）　神奈川県横浜
市戸塚区上矢部町690

486,000,000 170130 一般

170224 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 可変ﾋﾟｯﾁﾌﾟﾛﾍﾟﾗ装置(6,000ﾄﾝ型巡視船
用)2式ほか4点製造

13 ナカシマプロペラ（株）　岡山県岡山
市東区上道北方688―１

670,096,800 170124 一般

170224 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 可変ﾋﾟｯﾁﾌﾟﾛﾍﾟﾗ装置(6,500ﾄﾝ型巡視船
用)2式ほか4点製造

13 川崎重工業（株）　東京都港区海岸一
丁目14―５

766,800,000 170124 一般

170224 支出負担行為担当官 関東地方整備局
副局長 高田 昌行 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 東京国際空港A滑走路高速脱出誘導路
他排水施設改良等工事 1式

41 東洋・りんかい日産特定建設工事共同
企業体　代表者　東洋建設株式会社関
東支店　東京都江東区青海２―４―24

1,219,320,000 161114 一般 総合評価

170224 支出負担行為担当官 会計担当内閣参
事官 三上 明輝 （東京都千代田区永
田町１―６―１） 支出負担行為担当
官 内閣法制局長官総務室会計課長 田
中 元隆 （東京都千代田区霞ヶ関３―
１―１） 支出負担行為担当官 内閣府
大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
（東京都千代田区永田町１―６―１）
支出負担行為担当官 内閣府政策統括
官（科学技術・イノベーション担当）
山脇 良雄 （東京都千代田区永田町１
―６―１） 支出負担行為担当官 内閣
府政策統括官（原子力防災担当） 平
井 興宣 （東京都千代田区永田町１―
６―１） 支出負担行為担当官 経済社
会総合研究所次長 杉原 茂 （東京都
千代田区永田町１―６―１） 支出負
担行為担当官 国際平和協力本部事務
局長 宮島 昭夫 （東京都千代田区
霞ヶ関３―１―１） 支出負担行為担
当官 日本学術会議事務局長 駒形 健
一 （東京都港区六本木７―22―34）
支出負担行為担当官 官民人材交流セ
ンター審議官 加瀬 德幸 （東京都千
代田区大手町１―３―３） 支出負担
行為担当官 宮内庁長官官房主計課長
馬場 健 （東京都千代田区千代田１―
１） 支出負担行為担当官 個人情報保
護委員会事務局総務課長 福浦 裕介
（東京都千代田区霞が関３―２―１）
支出負担行為担当官 消費者庁総務課
長 坂田 進 （東京都千代田区霞が関
３―１―１） 支出負担行為担当官 復
興庁会計担当参事官 後藤 浩平 （東

13 平成29年度荷物等の配送業務 53、57 佐川急便株式会社（京都府京都市南区
上鳥羽角田町68）

8,397,548 161226 一般

170227 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 川瀧 弘之 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 国道45号高家川橋上部工工事 41 極東興和（株）　広島県広島市東区光
町２―６―31

973,080,000 161118 一般 総合評価

170227 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 川瀧 弘之 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 東北中央自動車道阿武隈川橋下部工工
事

41 青木あすなろ建設（株）　東京都港区
芝４―８―２

1,005,696,000 161118 一般 総合評価

170228 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 ｶﾞｽﾏｽｸ(8型)84個ほか1点買入 26 神山産業（株）　東京都港区新橋４丁
目５番１―1203号

25,084,080 170106 一般

170228 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 ｶﾞｿﾘﾝﾎﾟﾝﾌﾟ(Bｰ2級)5台ほか1点買入 11 東京物産（株）　東京都目黒区南２―
14―10

14,569,200 170106 一般

170228 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 ﾛｰﾌﾟ(70mm)3,040ﾒｰﾄﾙほか19点買入 7 三洋商事（株）　東京都中央区新川１
―17―25

75,383,892 170106 一般
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170228 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 救命胴衣696着ほか1点買入 5 三洋商事（株）　東京都中央区新川１
―17―25

50,426,712 170106 一般

170228 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 筒先(65mm)131個ほか8点買入 9 神山産業（株）　東京都港区新橋４丁
目５番１―1203号

22,717,800 170106 一般

170228 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 白色防舷物(特型)16個ほか2点買入 5 横浜ゴムＭＢジャパン（株）　東京都
港区新橋５丁目36番11号

11,316,240 170106 一般

170228 支出負担行為担当官 四国地方整備局
長 名波 義昭 （香川県高松市サン
ポート３―33）

37 平成28ｰ29年度和田ﾄﾝﾈﾙ工事 41 （株）不動テトラ四国支店　香川県高
松市寿町２―２―10

855,468,000 161003 一般 総合評価

170228 支出負担行為担当官 四国地方整備局
長 名波 義昭 （香川県高松市サン
ポート３―33）

37 平成28ｰ30年度寺山ﾄﾝﾈﾙ工事 41 （株）鴻池組大阪本店　大阪市中央区
北久宝寺町３―６―１

1,877,256,000 161003 一般 総合評価

170228 支出負担行為担当官 四国地方整備局
長 名波 義昭 （香川県高松市サン
ポート３―33）

37 平成28ｰ30年度絶海池第1橋上部工事 41 川田工業（株）四国営業所　香川県仲
多度郡多度津町西港町17

1,227,960,000 160927 一般 総合評価

170228 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 主機関交換部品ｷｯﾄ(MAND2842LYE型右
舷機用)ほか5点買入

11 三菱ふそうトラック・バス（株）九州
ふそう北九州支店　福岡県北九州市小
倉北区西港町15―60

178,200,000 170105 一般

170301 支出負担行為担当官 海上保安大学校
長 平田 友一 （広島県呉市若葉町５
―１）

34 海上保安大学校で使用する電気予定使
用電力量999,844kWh(契約電力449kW)
巡視船こじま桟橋で使用する電気予定
使用電力量586,382kWh(契約電力
246kW)

26 中国電力（株）呉営業所　広島県呉市
西中央二丁目２番11号

25,040,939 161228 一般

170301 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 高速警備救難艇(5.4ﾒｰﾄﾙ複合型)3隻買
入

20 （株）ニシエフ　山口県下関市豊北町
大字粟野4238番地

37,584,000 170207 一般

170301 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 配電盤(3,500ﾄﾝ型巡視船用)1式ほか4
点製造

13 大洋電気（株）　東京都千代田区内神
田１―16―８

85,968,000 170209 一般

170301 支出負担行為担当官 中国地方整備局
長 丸山 隆英 （広島県広島市中区上
八丁堀６―30）

34 ｶﾞｿﾘﾝ外購入 1式 26 広川エナス株式会社　広島市西区横川
町１―６―17

127.44 170106 一般

170302 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 高速警備救難艇(7ﾒｰﾄﾙ複合型)1隻買入 20 （株）ニシエフ　山口県下関市豊北町
大字粟野4238番地

17,712,000 170207 一般

170302 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 配電盤(6,000ﾄﾝ型巡視船用)1式ほか4
点製造

13 ＪＲＣＳ（株）　山口県下関市東大和
町１丁目２―14

89,964,000 170209 一般

170302 支出負担行為担当官 関東地方整備局
副局長 高田 昌行 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 横浜港南本牧地区岸壁(-18m)(耐震)築
造工事 1式

41 東洋・あおみ・不動テトラ特定建設工
事共同企業体代表者東洋建設株式会社
横浜支店　横浜市中区山下町25―15

3,013,200,000 161125 一般 総合評価

170302 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 A重油購入(凌風丸分)12回目 190KL 2 日通商事株式会社東京支店　東京都港
区海岸１―14―22

10,198,440 160224 一般

170302 支出負担行為担当官 九州地方整備局
長 小平田浩司 （福岡市博多区博多駅
東２―10―７）

40 大分210号災害復旧市ﾉ村ﾄﾝﾈﾙ西工事 41 戸田・河津地域維持型建設共同企業体
（福岡市中央区白金２―13―12）

858,708,000 161116 一般 総合評価

170302 支出負担行為担当官 九州地方整備局
長 小平田浩司 （福岡市博多区博多駅
東２―10―７）

40 大分210号災害復旧市ﾉ村ﾄﾝﾈﾙ東工事 41 錢高・庄司地域維持型建設共同企業体
（福岡県福岡市博多区店屋町２―16）

898,884,000 161116 一般 総合評価

170302 分任支出負担行為担当官 木曽川上流
河川事務所長 大澤 健治 （岐阜県岐
阜市忠節町５―１）

21 国営木曽三川公園三派川地区で使用す
る電気

26 株式会社Ｆ―Ｐｏｗｅｒ　東京都港区
六本木一丁目８番７号

38,290,806 161226 一般

170303 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 7ﾒｰﾄﾙ型高速警備救難艇6隻製造 20 ジャパンマリンユナイテッド（株）
東京都港区芝五丁目36番７号

181,440,000 170207 一般

170303 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 巻揚機1式ほか2点買入 24 （株）鶴見精機　神奈川県横浜市鶴見
区鶴見中央２丁目２番20号

122,722,290 170111 一般

170303 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 水中ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ1式買入 24 （株）東洋テクニカ　東京都中央区八
重洲１丁目１番６号

53,460,000 170111 一般

170303 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 中浅海用多層音波流速計1式ほか1点買
入

24 （株）ハイドロシステム開発　大阪市
西区本田３丁目２―18

40,478,000 170111 一般

170303 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 配電盤(6,500ﾄﾝ型巡視船用)1式ほか4
点製造

13 寺崎電機産業（株）　大阪府大阪市平
野区加美東６丁目13番47号

137,160,000 170209 一般

170303 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 配電盤(大型測量船用)1式ほか5点製造 13 西芝電機（株）　兵庫県姫路市網干区
浜田1000番地

1,023,840,000 170209 一般
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170303 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 大西 亘 （埼玉県さいたま市中央
区新都心２―１）

11 国道246号渋谷駅西口地下道工事 41 国道246号渋谷駅西口地下道工事東
急・矢作特定建設工事共同企業体　東
急建設（株）　東京都渋谷区渋谷一丁
目16番14号

5,259,600,000 161118 一般 総合評価

170306 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 海底地殻変動観測装置1式買入 26 海洋電子（株）　神奈川県横浜市金沢
区鳥浜町12―51

74,952,000 170111 一般

170306 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 自律型海洋観測装置1式ほか1点買入 24 （株）ハイドロシステム開発　大阪市
西区本田３丁目２―18

97,718,400 170111 一般

170306 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 深海用自律型潜水調査装置1式買入 24 （株）ＩＨＩ　東京都江東区豊洲３―
１―１

927,612,000 170111 一般

170306 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 旋回式推進装置2式ほか4点製造 13 川崎重工業（株）　東京都港区海岸一
丁目14―５

596,160,000 170209 一般

170306 支出負担行為担当官 北陸地方整備局
長 中神 陽一 （新潟県新潟市中央区
美咲町１丁目１番１号）

15 平成28年度統一河川情報ｼｽﾃﾑ(編集系
等)装置一式製造 一式

14 川田電機株式会社　新潟県新潟市中央
区稲荷町3444番地１

30,240,000 170110 一般

170306 分任支出負担行為担当官 北勢国道事
務所長 中嶋 弘 （三重県四日市市南
富田町４―６）

24 北勢国道事務所亀山庁舎外2箇所で使
用する電気

26 株式会社エネット　東京都港区芝公園
二丁目６番３号

17,685,200 170104 一般

170307 支出負担行為担当官 九州地方整備局
長 小平田浩司 （福岡市博多区博多駅
東２―10―７）

40 熊本325号災害復旧阿蘇大橋上下部工
事

41 大成・ＩＨＩインフラ・八方地域維持
型建設共同企業体（福岡市中央区大手
門１―１―７）

5,697,000,000 161018 一般 総合評価

170307 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 川瀧 弘之 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 国道45号松崎地区上部工工事 41 高田機工（株）　大阪府大阪市浪速区
難波中２―10―70

860,976,000 161129 一般 総合評価

170308 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 ｿﾌﾄｳｪｱ(GIS用)4個ほか13点買入 26 アジア航測（株）　東京都新宿区西新
宿６―14―１

23,706,000 170111 一般

170308 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 ｿﾌﾄｳｪｱ(ﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑﾃﾞｰﾀ処理用)10個ほか1
点買入

26 （株）海洋先端技術研究所　東京都中
野区本町２丁目29番12号

19,132,200 170111 一般

170308 分任支出負担行為担当官 岐阜国道事
務所長 水谷 和彦 （岐阜県岐阜市茜
部本郷１―36―１）

21 岐阜国道事務所庁舎外4箇所で使用す
る電気

26 丸紅新電力株式会社　東京都中央区八
重洲１丁目２番16号

33,132,339 170106 一般

170309 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 100kVAﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置6台ほか4点買
入

11 ヤンマー（株）　大阪府大阪市北区茶
屋町１―32

55,080,000 170117 一般

170309 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 3,690kWﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関6台ほか4点買入 11 新潟原動機（株）　東京都千代田区外
神田２―14―５

1,064,113,200 170117 一般

170309 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 配電盤(180ﾄﾝ型巡視船用)3式ほか4点
製造

13 渦潮電機（株）　愛媛県今治市野間甲
105番地

80,028,000 170209 一般

170309 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 枕315個ほか4点買入 7 山甚物産（株）　大阪府大阪市中央区
本町１―５―６

17,155,530 170118 一般

170309 支出負担行為担当官 関東運輸局長 持
永 秀毅 （横浜市中区北仲通５―57）

14 関東運輸局 ｺﾋﾟｰ用紙の購入 PPC用紙
予定数量 A4 30,050,000枚 A3
120,000枚 B4 50,000枚

6 テクノ・トッパン・フォームズ株式会
社　東京都日野市旭が丘２―６

15,384,940 170113 一般

170309 支出負担行為担当官 関東地方整備局
副局長 高田 昌行 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 東京国際空港A滑走路及び取付誘導路
他土質調査 1式

42 中央開発・川崎地質設計共同体代表者
中央開発株式会社東京支社神奈川支店
神奈川県横浜市港北区小机町1510―１
ラスタープレイスＩＩ302

276,480,000 161209 指名 総合評価

170309 支出負担行為担当官 関東地方整備局
副局長 高田 昌行 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 東京国際空港J誘導路他土質調査 1式 42 千葉エンジニアリング株式会社　千葉
県千葉市花見川区幕張本郷１―30―５

237,600,000 161209 指名 総合評価

170309 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 山本 健一 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 河川ﾘｱﾙﾀｲﾑｼｽﾃﾑ改修 一式 14 富士通（株）　川崎市中原区上小田中
４丁目１番１号

29,700,000 170111 一般

170309 支出負担行為担当官 北海道開発局室
蘭開発建設部長 宮島 滋近 （北海道
室蘭市入江町１番地14）

1 一般国道274号 日高町 千栄災害復旧
工事

41 岩倉建設（株）苫小牧本店　北海道苫
小牧市木場町２丁目９番６号

926,316,000 170309 随意 c

170309 分任支出負担行為担当官 中国地方整
備局 三次河川国道事務所長 溝山 勇
（広島県三次市十日市西６―２―１）

34 国営備北丘陵公園で使用する電気 契
約電力572kW 年間予定使用電力量
1,506,800kWh

26 中国電力株式会社　広島県広島市中区
小町４番33号

24,327,076 170117 一般

170310 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 個人装具(防火衣)121式買入 7 神山産業（株）　東京都港区新橋四丁
目５番１―1203号

23,522,400 170118 一般

170310 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 消火器(粉末持運式17型)218個ほか11
点買入

3 神山産業（株）　東京都港区新橋四丁
目５番１―1203号

21,501,504 170118 一般
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170310 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 消火用ﾎｰｽ(30m)9本ほか9点買入 5 山甚物産（株）　大阪府大阪市中央区
本町１―５―６

22,551,480 170118 一般

170310 支出負担行為担当官 関東地方整備局
副局長 高田 昌行 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 東京国際空港B滑走路北側ｴﾌﾟﾛﾝ他舗装
等工事(その2)1式

41 鹿島道路株式会社東京支店　東京都文
京区後楽１―７―27

2,937,600,000 161216 一般 総合評価

170310 支出負担行為担当官 関東地方整備局
副局長 高田 昌行 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 東京国際空港C滑走路北側他地盤改良
工事(その2)1式

41 五洋・みらい特定建設工事共同企業体
代表者五洋建設株式会社東京土木支店
東京都文京区後楽２―２―８

3,726,000,000 161216 一般 総合評価

170310 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 火山監視ﾃﾞｰﾀ保存･共有機器の購入 1
式

14 株式会社ニューテック　東京都港区浜
松町２―７―19

19,980,000 170117 一般

170310 支出負担行為担当官 九州地方整備局
副局長 笹森 秀樹 （福岡市博多区博
多駅東２―10―７）

40 船舶(清掃兼油回収船)｢がんりゅう｣修
理工事 1式

77 （有）前田造船所　山口県下関市彦島
竹ノ子島町３―17

30,780,000 170116 一般

170310 支出負担行為担当官 国土技術政策総
合研究所長 藤田 光一 （茨城県つく
ば市旭１番地）

8 重量車加速施設機械設備製造据付 一
式

26 （株）守谷商会　東京都中央区八重洲
１―４―22

486,000,000 170116 一般

170310 支出負担行為担当官 国土交通省自動
車局長 奥田 哲也 （東京都千代田区
霞が関２―１―３）

13 自動車登録検査業務に使用するOCR申
請等用紙の製造請負業務(単価契約)一
式

76 小林クリエイト株式会社　東京都中央
区新富１丁目18番１号

106,640,700 170119 一般

170310 支出負担行為担当官 北海道開発局室
蘭開発建設部長 宮島 滋近 （北海道
室蘭市入江町１番地14）

1 一般国道274号 日高町 大颱橋外災害
復旧地質調査業務

42 大地コンサルタント（株）　北海道旭
川市４条西２丁目１番12号

105,408,000 170310 随意 c

170313 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 振動解析装置2個買入 19 スペクトリス（株）　東京都千代田区
神田司町２―６

18,360,000 170220 一般

170313 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 測量艇1隻製造 20 ヤンマー（株）　大阪府大阪市北区茶
屋町１―32

117,849,600 170208 一般

170313 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 油圧ﾃｽﾄｽﾀﾝﾄﾞ3個買入 19 多摩川エアロシステムズ（株）　東京
都大田区羽田空港１―７―１空港施設
第二綜合ビル

17,128,800 170220 一般

170313 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 A重油購入(啓風丸分)10回目 140KL 2 総合エネルギー株式会社　東京都中央
区日本橋浜町３―３―２

7,469,280 160224 一般

170313 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 A重油購入(凌風丸分)13回目 60KL 2 総合エネルギー株式会社　東京都中央
区日本橋浜町３―３―２

3,227,040 160224 一般

170313 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
二丁目５番１号）

23 H28名古屋第3国税総合 設計業務 42 株式会社梓設計中部支社（名古屋市中
区錦三丁目15番15号）

100,926,000 161121 随意 b

170314 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 CABLE1個ほか3点買入 19 （株）ジャムコ　東京都三鷹市大沢６
―11―25

94,843,440 170220 一般

170314 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 EXTRACTOR2個ほか33点買入 19 日本エアロスペース（株）　東京都港
区南青山１―１―１

28,728,000 170220 一般

170314 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 大型測量船1隻建造 20 三菱重工業（株）　東京都港区港南２
―16―５

8,100,000,000 170208 一般

170314 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
副局長 田所 篤博 （神戸市中央区海
岸通29番地神戸地方合同庁舎）

28 神戸港六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ地区岸壁(-16m)等耐
震改良工事

41 東亜建設工業（株）大阪支店　大阪市
西区靱本町一丁目４番12号

1,153,332,000 161209 一般 総合評価

170314 支出負担行為担当官 北海道開発局帯
広開発建設部長 河畑 俊明 （北海道
帯広市西４条南８丁目）

1 一般国道274号 清水町 日勝峠災害復
旧工事

41 宮坂建設工業（株）　北海道帯広市西
４条南８丁目12番地

1,205,550,000 170314 随意 c
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170314 支出負担行為担当官 会計担当内閣参
事官 三上 明輝 （東京都千代田区永
田町１―６―１） 支出負担行為担当
官 内閣衛星情報センター管理部長 芹
澤 清 （東京都新宿区市谷本村町９―
13） 支出負担行為担当官 内閣法制局
長官総務室会計課長 田中 元隆 （東
京都千代田区霞ヶ関３―１―１） 支
出負担行為担当官 内閣府大臣官房会
計担当参事官 横内 憲二 （東京都千
代田区永田町１―６―１） 支出負担
行為担当官 内閣府政策統括官（科学
技術・イノベーション担当） 山脇 良
雄 （東京都千代田区永田町１―６―
１） 支出負担行為担当官 内閣府政策
統括官（原子力防災担当） 平井 興宣
（東京都千代田区永田町１―６―１）
支出負担行為担当官 経済社会総合研
究所次長 杉原 茂 （東京都千代田区
永田町１―６―１） 支出負担行為担
当官 子ども・子育て本部児童手当管
理室長 樋口 俊宏 （東京都千代田区
永田町１―６―１） 支出負担行為担
当官 国際平和協力本部事務局長 宮島
昭夫 （東京都千代田区霞ヶ関３―１
―１） 支出負担行為担当官 日本学術
会議事務局長 駒形 健一 （東京都港
区六本木７―22―34） 支出負担行為
担当官 官民人材交流センター審議官
加瀬 德幸 （東京都千代田区大手町１
―３―３） 支出負担行為担当官 宮内
庁長官官房主計課長 馬場 健 （東京
都千代田区千代田１―１） 支出負担
行為担当官 個人情報保護委員会事務

13 ｺﾋﾟｰ用紙の購入(平成29年度) 6 富士ゼロックス株式会社（東京都港区
六本木３―１―１）

72,616,106 170120 一般

170315 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 2,000kVAﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置4台ほか5点
買入

11 ダイハツデイーゼル（株）　大阪市北
区大淀中１丁目１番30号

378,920,000 170209 一般

170315 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾌｫｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ用工具2個買入 19 エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン
（株）　東京都港区六本木６―10―１

24,008,400 170220 一般

170315 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 国旗(2巾)8枚ほか426点買入 7 三洋商事（株）　東京都中央区新川１
―17―25

85,104,000 170118 一般

170315 支出負担行為担当官 国土交通省自動
車局長 奥田 哲也 （東京都千代田区
霞が関２―１―３）

13 自動車検査標章の製造(単価契約)一式 76 小林クリエイト株式会社　東京都中央
区新富１丁目18番１号

322,284,060 170124 一般

170316 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 1,125kVAﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置4台ほか5点
買入

11 ヤンマー（株）　大阪府大阪市北区茶
屋町１―32

179,172,000 170124 一般

170316 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 775kVAﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置4台ほか5点買
入

11 ヤンマー（株）　大阪府大阪市北区茶
屋町１―32

144,180,000 170130 一般

170316 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 850kVAﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置4台ほか5点買
入

11 ヤンマー（株）　大阪府大阪市北区茶
屋町１―32

152,712,000 170124 一般

170316 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 MRB SUPPORT MOUNT6個ほか28点買入 19 エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン
（株）　東京都港区六本木６―10―１

66,690,000 170220 一般

170316 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 UP SEAL RING3個ほか62点買入 19 エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン
（株）　東京都港区六本木６―10―１

30,888,000 170220 一般

170316 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
副局長 田所 篤博 （神戸市中央区海
岸通29番地神戸地方合同庁舎）

28 和歌山下津港海岸(海南地区)日方水門
築造工事

41 五洋・あおみ・日造異工種建設工事共
同企業体　代表者　五洋建設（株）大
阪支店　大阪市北区芝田二丁目７番18
号

3,665,628,000 161214 一般 総合評価

170317 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 CTDｼｽﾃﾑ1式ほか4点買入 24 （株）イーエムエス　東京都千代田区
岩本町１―８―15

57,540,348 170125 一般

170317 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 平成29年度航空ﾚｰｻﾞｰ測深機点検･整備
等業務

77 朝日航洋（株）　東京都江東区新木場
４―７―41

75,600,000 170125 一般

170317 支出負担行為担当官 四国地方整備局
次長 元野 一生 （高松市サンポート
３番33号）

37 港湾業務艇｢さんせと｣修理 一式 77 豊産業（株）　兵庫県相生市相生5117 18,899,997 170125 一般
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170317 支出負担行為担当官 四国地方整備局
次長 元野 一生 （高松市サンポート
３番33号）

37 東予港中央地区航路(-7.5m)等浚渫工
事

41 五洋・りんかい日産・本間特定建設工
事共同企業体代表者　五洋建設（株）
四国支店　松山市千舟町４―４―３

1,258,524,000 170106 一般 総合評価

170317 支出負担行為担当官 第六管区海上保
安本部長 下野 元也 （広島市南区宇
品海岸三丁目10―17）

34 A重油買入(広島港及び呉港)予定数量
377,000ﾘｯﾄﾙ

2 有限会社宮本石油　広島県呉市海岸三
丁目14番７号

54.756 ／リット
ル

170120 一般

170317 支出負担行為担当官 第六管区海上保
安本部長 下野 元也 （広島市南区宇
品海岸三丁目10―17）

34 軽油(免税)買入(岩国港)予定数量
333,000ﾘｯﾄﾙ

2 株式会社廣島ゼネラル　広島県呉市中
央２―６―27

70.740 ／リット
ル

170120 一般

170317 支出負担行為担当官 第六管区海上保
安本部長 下野 元也 （広島市南区宇
品海岸三丁目10―17）

34 軽油(免税)買入(呉港)予定数量
283,000ﾘｯﾄﾙ

2 株式会社廣島ゼネラル　広島県呉市中
央２―６―27

70.740 ／リット
ル

170120 一般

170317 支出負担行為担当官 第六管区海上保
安本部長 下野 元也 （広島市南区宇
品海岸三丁目10―17）

34 軽油(免税)買入(広島港)予定数量
438,000ﾘｯﾄﾙ

2 株式会社廣島ゼネラル　広島県呉市中
央２―６―27

70.740 ／リット
ル

170120 一般

170317 分任支出負担行為担当官 九州地方整
備局国営海の中道海浜公園事務所長
辻野 恒一 （福岡県福岡市東区大字西
戸崎18―25）

40 国営海の中道海浜公園で使用する電気
(その1)1式

26 （株）エネット（東京都港区芝公園２
―６―３）

42,130,358 170118 一般

170317 分任支出負担行為担当官 九州地方整
備局国営海の中道海浜公園事務所長
辻野 恒一 （福岡県福岡市東区大字西
戸崎18―25）

40 国営海の中道海浜公園で使用する電気
(その2)1式

26 丸紅新電力（株）（東京都中央区日本
橋２―７―１）

93,017,636 170118 一般

170321 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ識別装置2式ほか4点買入 15 ＮＥＣネットワーク・センサ（株）
東京都府中市日新町１丁目10番地

104,750,820 170116 一般

170321 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 赤外分光光度計7式借入保守 24 日立キャピタル（株）　東京都港区西
新橋１丁目３番１号

21,371,040 170126 一般

170321 支出負担行為担当官 四国地方整備局
次長 元野 一生 （高松市サンポート
３番33号）

37 船舶(海面清掃兼油回収船)｢みずき｣修
理 一式

77 石田造船（株）　広島県尾道市因島三
庄町字宝崎2931―４

30,564,000 170125 随意 a

170321 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 A重油(五島)予定数量668,800L 2 長崎県漁業協同組合連合会　長崎県長
崎市五島町２―27

77.652 ／L 170123 一般

170321 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 A重油(大分)予定数量430,000L 2 鶴崎海陸運輸（株）　大分県大分市大
字三佐1000

82.62 ／L 170123 一般

170321 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 A重油4〜9月分(仙崎)予定数量
272,000L

2 つばめ砿油（株）長門給油所　山口県
長門市東深川丁ヶ坪

92.88 ／L 170123 一般 a

170321 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 A重油4〜9月分(長崎)予定数量
396,000L

2 （株）フジオカ　長崎県長崎市田中町
582―４

77.22 ／L 170123 一般 a

170321 支出負担行為担当官 第六管区海上保
安本部長 下野 元也 （広島市南区宇
品海岸三丁目10―17）

34 A重油買入(松山港)予定数量311,000ﾘｯ
ﾄﾙ

2 株式会社アイユ　愛媛県松山市辰巳町
７番28号

77.760 ／リット
ル

170120 一般

170321 支出負担行為担当官 第六管区海上保
安本部長 下野 元也 （広島市南区宇
品海岸三丁目10―17）

34 軽油(免税)買入(宇和島港)予定数量
378,000ﾘｯﾄﾙ

2 株式会社大和石油　愛媛県宇和島市和
霊中町２丁目２番18号

84.240 ／リット
ル

170120 一般

170321 支出負担行為担当官 第六管区海上保
安本部長 下野 元也 （広島市南区宇
品海岸三丁目10―17）

34 軽油(免税)買入(今治港)予定数量
397,000ﾘｯﾄﾙ

2 朝日エナジー有限会社　愛媛県今治市
古谷甲548―１

71.172 ／リット
ル

170120 一般

170321 分任支出負担行為担当官 関東地方整
備局 長野国道事務所長 吉見精太郎
（長野県長野市鶴賀字中堰145）

20 国営ｱﾙﾌﾟｽあづみの公園ほかで使用す
る電気

26 丸紅新電力（株）　東京都中央区日本
橋２―７―１

30,057,899 170113 一般

170322 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 感温素子341本ほか3点買入 26 （株）鶴見精機　神奈川県横浜市鶴見
区鶴見中央２丁目２番20号

60,136,830 170127 一般

170322 支出負担行為担当官　第九管区海上保
安本部長　下野　浩司（新潟県新潟市
中央区美咲町１―２―１）

1 特内燃機油(4号200Lﾄﾞﾗﾑ缶)ほか2点買
入(単価契約､29年度年間)予定数量
55,000L

2 株式会社丸新エネルギー　新潟県新潟
市中央区下大川前通三ノ町2230―67

16,642,800 170127 一般

170322 支出負担行為担当官 第五管区海上保
安本部長 竹田 聡 （兵庫県神戸市中
央区波止場町１―１）

28 主機関(MTU16V595TE90型Aﾀｲﾌﾟ)交換部
品ｷｯﾄ1式購入

11 サノヤス造船株式会社　修繕船営業部
大阪市西区南津守五丁目13番37号

27,540,000 170131 一般

170322 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 A重油(唐津)予定数量466,000L 2 昭和商事石油（株）　福岡県福岡市中
央区大手門２―３―７

110.16 ／L 170123 一般 a

170322 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 A重油4〜9月分(関門地区)予定数量
1,505,000L

2 （株）宮本商店　福岡県北九州市門司
区白野江３―17―８

67.284 ／L 170123 一般 a

170322 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 A重油4〜9月分(福岡)予定数量
1,932,500L

2 （株）新出光九州支店　福岡県福岡市
博多区上呉服町１―10

54.432 ／L 170123 一般



落札日 所属部局
Entity

所在地
Location

調達件名・数量等
Procured　Products

コード
Code

落札者（契約者）
Contractor

落札（契約）
価格（円）

価格備考 公告日 契約
方式

随意
理由

落札方式 備考
Notes

国土交通省

(Ministry of Land, Infrastructure and Transport)

170322 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)(唐津)予定数量316,000L 2 昭和商事石油（株）　福岡県福岡市中
央区大手門２―３―７

111.24 ／L 170123 一般 a

170322 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)(萩)予定数量258,000L 2 山田石油（株）下関支店　山口県下関
市観音崎町13―３

90.72 ／L 170123 一般 a

170322 支出負担行為担当官 第六管区海上保
安本部長 下野 元也 （広島市南区宇
品海岸三丁目10―17）

34 軽油(免税)買入(高松港)予定数量
766,000ﾘｯﾄﾙ

2 久米加株式会社　香川県高松市北浜町
６番10号

87.480円、84.240円 ／リット
ル

170120 一般

170322 支出負担行為担当官 第六管区海上保
安本部長 下野 元也 （広島市南区宇
品海岸三丁目10―17）

34 軽油(免税)買入(坂出港)予定数量
350,000ﾘｯﾄﾙ

2 横井石油株式会社　香川県坂出市入船
町一丁目１番２号

77.220 ／リット
ル

170120 一般

170322 支出負担行為担当官 第六管区海上保
安本部長 下野 元也 （広島市南区宇
品海岸三丁目10―17）

34 軽油(免税)買入(水島港)予定数量
544,000ﾘｯﾄﾙ

2 ＪＦＥ商事石油販売株式会社　岡山県
倉敷市水島西通一丁目1938―１

64.692 ／リット
ル

170120 一般

170322 支出負担行為担当官 第六管区海上保
安本部長 下野 元也 （広島市南区宇
品海岸三丁目10―17）

34 軽油(免税)買入(尾道及び福山港)予定
数量418,000ﾘｯﾄﾙ

2 株式会社オカザキ商店　広島県尾道市
三原市城町３―２―１

66.420 ／リット
ル

170120 一般

170322 支出負担行為担当官 会計担当内閣参
事官 三上 明輝 （東京都千代田区永
田町１―６―１） 支出負担行為担当
官 内閣衛星情報センター管理部長 芹
澤 清 （東京都新宿区市谷本村町９―
13） 支出負担行為担当官 内閣法制局
長官総務室会計課長 田中 元隆 （東
京都千代田区霞ヶ関３―１―１） 支
出負担行為担当官 内閣府大臣官房会
計担当参事官 横内 憲二 （東京都千
代田区永田町１―６―１） 支出負担
行為担当官 内閣府政策統括官（科学
技術・イノベーション担当） 山脇 良
雄 （東京都千代田区永田町１―６―
１） 支出負担行為担当官 内閣府政策
統括官（原子力防災担当） 平井 興宣
（東京都千代田区永田町１―６―１）
支出負担行為担当官 経済社会総合研
究所次長 杉原 茂 （東京都千代田区
永田町１―６―１） 支出負担行為担
当官 子ども・子育て本部児童手当管
理室長 樋口 俊宏 （東京都千代田区
永田町１―６―１） 支出負担行為担
当官 国際平和協力本部事務局長 宮島
昭夫 （東京都千代田区霞ヶ関３―１
―１） 支出負担行為担当官 日本学術
会議事務局長 駒形 健一 （東京都港
区六本木７―22―34） 支出負担行為
担当官 官民人材交流センター審議官
加瀬 德幸 （東京都千代田区大手町１
―３―３） 支出負担行為担当官 宮内
庁長官官房主計課長 馬場 健 （東京
都千代田区千代田１―１） 支出負担
行為担当官 個人情報保護委員会事務

13 ﾌﾟﾘﾝﾀ用及びFAX用ﾄﾅｰ等の購入(平成29
年度)

14 富士電機ＩＴソリューション株式会社
（東京都千代田区外神田６―15―12）

72,505,445 170127 一般
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170322 支出負担行為担当官 会計担当内閣参
事官 三上 明輝 （東京都千代田区永
田町１―６―１） 支出負担行為担当
官 内閣衛星情報センター管理部長 芹
澤 清 （東京都新宿区市谷本村町９―
13） 支出負担行為担当官 内閣法制局
長官総務室会計課長 田中 元隆 （東
京都千代田区霞ヶ関３―１―１） 支
出負担行為担当官 内閣府大臣官房会
計担当参事官 横内 憲二 （東京都千
代田区永田町１―６―１） 支出負担
行為担当官 内閣府政策統括官（科学
技術・イノベーション担当） 山脇 良
雄 （東京都千代田区永田町１―６―
１） 支出負担行為担当官 内閣府政策
統括官（原子力防災担当） 平井 興宣
（東京都千代田区永田町１―６―１）
支出負担行為担当官 経済社会総合研
究所次長 杉原 茂 （東京都千代田区
永田町１―６―１） 支出負担行為担
当官 子ども・子育て本部児童手当管
理室長 樋口 俊宏 （東京都千代田区
永田町１―６―１） 支出負担行為担
当官 国際平和協力本部事務局長 宮島
昭夫 （東京都千代田区霞ヶ関３―１
―１） 支出負担行為担当官 日本学術
会議事務局長 駒形 健一 （東京都港
区六本木７―22―34） 支出負担行為
担当官 官民人材交流センター審議官
加瀬 德幸 （東京都千代田区大手町１
―３―３） 支出負担行為担当官 宮内
庁長官官房主計課長 馬場 健 （東京
都千代田区千代田１―１） 支出負担
行為担当官 個人情報保護委員会事務

13 文房具等の購入(平成29年度) 26 株式会社三陽堂（東京都世田谷区下馬
１―47―23）

59,227,200 170127 一般

170323 支出負担行為担当官　第九管区海上保
安本部長　下野　浩司（新潟県新潟市
中央区美咲町１―２―１）

1 A重油買入(単価契約､金沢港､29年度年
間､予定数量970,000L)予定数量
970,000L

2 石川県漁業協同組合　石川県金沢市北
安江３―１―38

75.708 ／L 170127 一般

170323 支出負担行為担当官　第九管区海上保
安本部長　下野　浩司（新潟県新潟市
中央区美咲町１―２―１）

1 軽油(免税)買入(単価契約､金沢港､29
年度年間､予定数量380,000L)予定数量
380,000L

2 石川県漁業協同組合石川県金沢市北安
江３―１―38

81.216 ／L 170127 一般

170323 支出負担行為担当官 第四管区海上保
安本部長 德永 重典 （愛知県名古屋
市港区入船２―３―12）

23 A重油の買入(鳥羽港､4〜7月分)予定数
量130,000L

2 （有）城山石油　三重県鳥羽市鳥羽
1826―40

79.38 ／L 170120 一般

170323 支出負担行為担当官 第四管区海上保
安本部長 德永 重典 （愛知県名古屋
市港区入船２―３―12）

23 A重油の買入(尾鷲港､4〜9月分)予定数
量370,000L

2 正栄石油（株）　三重県尾鷲市港町１
―13

82.08 ／L 170120 一般

170323 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 A重油4〜9月分(佐世保)予定数量
277,000L

2 金子産業（株）　長崎県長崎市大黒町
９―22

78.192 ／L 170123 一般

170323 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)4･5･6月分(佐世保)予定数
量64,000L

2 金子産業（株）　長崎県長崎市大黒町
９―22

88.236 ／L 170123 一般

170323 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)4･5･6月分(佐世保燃料ﾀﾝｸ)
予定数量68,000L

2 金子産業（株）　長崎県長崎市大黒町
９―22

86.076 ／L 170123 一般

170323 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)4･5･6月分(長崎)予定数量
262,000L

2 （株）イデックスリテール西九州　長
崎県諫早市多良見町中里４―２

88.452 ／L 170123 一般 a

170323 支出負担行為担当官 第六管区海上保
安本部長 下野 元也 （広島市南区宇
品海岸三丁目10―17）

34 軽油(免税)買入(徳山港)予定数量
712,000ﾘｯﾄﾙ

2 株式会社末田石油店　山口県周南市築
港町１番15号

93.960 ／リット
ル

170120 一般

170323 分任支出負担行為担当官 中国地方整
備局 三次河川国道事務所長 溝山 勇
（広島県三次市十日市西６―２―１）

34 尾道松江自動車道ﾄﾝﾈﾙで使用する電気
(1)大万木ﾄﾝﾈﾙ主電気室 契約電力
238kW 年間予定使用電力223,000kWh
(2)大万木ﾄﾝﾈﾙ副電気室 契約電力71kW
年間予定使用電力253,300kWh (3)木ﾉ
庄ﾄﾝﾈﾙ電気室 契約電力101kW 年間予
定使用電力260,100kWh (4)岩根貝ヶ原
ﾄﾝﾈﾙ電気室 契約電力62kW 年間予定使
用電力238,800kWh (5)国土交通省宇津
戸第一ﾄﾝﾈﾙ 契約電力41kW 年間予定使
用電力147,100kWh (6)野呂谷ﾄﾝﾈﾙ電気
室 契約電力162kW 年間予定使用電力
211,100kWh

26 株式会社Ｆ―Ｐｏｗｅｒ　東京都港区
六本木一丁目８番７号

21,717,266 170131 一般
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170324 支出負担行為担当官 海上保安大学校
長 平田 友一 （広島県呉市若葉町５
―１）

34 A重油予定数量1,150,000L 軽油(免税)
予定数量30,000L

2 （株）サン石油　広島県呉市本通６―
１―17

58,912,666 170125 一般

170324 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ2機搭載型巡視船通信装置1式
ほか24点製造

15 日本無線（株）　東京都中野区中野４
―10―１

632,772,000 170308 一般

170324 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 空港気象ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰﾗｲﾀﾞｰの製作及び取付
調整 1式

24 三菱電機株式会社　東京都千代田区丸
ノ内２―７―３

275,400,000 170125 一般

170324 支出負担行為担当官 第四管区海上保
安本部長 德永 重典 （愛知県名古屋
市港区入船２―３―12）

23 軽油(免税)の買入(四日市港､4〜3月
分)予定数量370,000L

2 伊勢湾石油（株）　愛知県名古屋市港
区港楽１―２―３

96.66 ／L 170120 一般

170324 支出負担行為担当官 第四管区海上保
安本部長 德永 重典 （愛知県名古屋
市港区入船２―３―12）

23 軽油(免税)の買入(鳥羽港､4〜7月分)
予定数量90,000L

2 （株）アワヘイ　三重県鳥羽市鳥羽３
―32―12

98.28 ／L 170120 一般

170324 支出負担行為担当官 第四管区海上保
安本部長 德永 重典 （愛知県名古屋
市港区入船２―３―12）

23 軽油(免税)の買入(名古屋港､4〜7月
分)予定数量170,000L

2 （株）石田石油　愛知県名古屋市港区
千鳥２―９―33

91.26 ／L 170120 一般

170324 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)4･5･6月分(壱岐)予定数量
79,000L

2 （株）昇運石油　長崎県壱岐市芦辺町
芦辺浦324

118.26 ／L 170123 一般 a

170324 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)4〜9月分(福岡)予定数量
751,000L

2 （株）新出光九州支店　福岡県福岡市
博多区上呉服町１―10

57.78 ／L 170123 一般 a

170324 支出負担行為担当官 第六管区海上保
安本部長 下野 元也 （広島市南区宇
品海岸三丁目10―17）

34 航空ﾀｰﾋﾞﾝ燃料油買入 予定数量
567,000ﾘｯﾄﾙ

2 マイナミ空港サービス株式会社西広島
営業所　広島県広島市西区観音新町四
丁目10―82

99.360 ／リット
ル

170120 一般

170327 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)(大分)予定数量166,000L 2 鶴崎海陸運輸（株）　大分県大分市大
字三佐1000

106.38 ／L 170123 一般

170327 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)4･5･6月分(比田勝)予定数
量133,000L

2 （有）日新商会　長崎県対馬市上対馬
町古里504

100.116 ／L 170123 一般 a

170328 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 航空統合気象観測ｼｽﾃﾑの製作及び取付
調整 3式

24 株式会社日本エレクトリック・インス
ルメント　東京都目黒区自由が丘１―
22―３

112,968,000 170127 一般

170328 支出負担行為担当官　第九管区海上保
安本部長　下野　浩司（新潟県新潟市
中央区美咲町１―２―１）

1 A重油(単価契約､新潟港､H29. 4~H29.
7､予定数量1,000,000L)買入 予定数量
1,000,000L

2 株式会社和田商会　新潟県新潟市中央
区礎町通三ノ町2128

82.08 ／L 170127 一般

170328 支出負担行為担当官　第九管区海上保
安本部長　下野　浩司（新潟県新潟市
中央区美咲町１―２―１）

1 軽油(免税)買入(単価契約､新潟港､29
年度年間､予定数量1,300,000L)予定数
量 1,300,000L

2 株式会社ハヤマ　新潟県新潟市中央区
寄居町706

62.748 ／L 170127 一般

170328 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 A重油4･5･6月分(対馬燃料ﾀﾝｸ)予定数
量149,000L

2 鈴木石油（株）　長崎県対馬市厳原町
久田道1571

82.08 ／L 170123 一般

170328 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)4･5･6月分(関門地区)予定
数量90,000L

2 （株）宮本商店　福岡県北九州市門司
区白野江３―17―８

77.976 ／L 170123 一般 a

170328 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)4･5･6月分(対馬燃料ﾀﾝｸ)予
定数量213,000L

2 （株）エコモ　長崎県対馬市美津島町
根緒468―70

66.417 ／L 170123 一般 a

170328 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)4･5･6月分(門司燃料ﾀﾝｸ)予
定数量142,000L

2 つばめ礦油（株）　山口県下関市貴船
町３―１―20

72.36 ／L 170123 一般

170329 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)4･5･6月分(若松)予定数量
63,000L

2 ニチユ産業（株）　福岡県北九州市若
松区藤ノ木２―６―36

92.88 ／L 170123 一般

170329 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 航空ﾀｰﾋﾞﾝ燃料油(福岡航空基地地下ﾀﾝ
ｸ)予定数量1,056,000L

2 マイナミ空港サービス（株）福岡事業
所　福岡県福岡市博多区大字青木457
―１

64.692 ／L 170123 一般 a

170329 支出負担行為担当官 第八管区海上保
安本部長 榎本 猶一 （京都府舞鶴市
字下福井901番地）

26 A重油(境港)予定数量1,103KL 2 堀田石油（株）　鳥取県境港市弥生町
206

57,240 ／KL 170116 一般

170329 支出負担行為担当官 第八管区海上保
安本部長 榎本 猶一 （京都府舞鶴市
字下福井901番地）

26 A重油(浜田港)予定数量866KL 2 （株）ハゼヤマ　島根県浜田市田町
762番地３

95,580 ／KL 170116 一般

170329 支出負担行為担当官 第八管区海上保
安本部長 榎本 猶一 （京都府舞鶴市
字下福井901番地）

26 軽油(免税)(境港地下ﾀﾝｸ)予定数量
1,875KL

2 永瀬石油（株）　鳥取県米子市尾高町
47番地

55,836 ／KL 170116 一般

170329 支出負担行為担当官 第八管区海上保
安本部長 榎本 猶一 （京都府舞鶴市
字下福井901番地）

26 軽油(免税)(浜田港)予定数量873KL 2 （株）浜田昭石　島根県浜田市高田町
24

101,520円、97,200円 ／KL 170116 一般
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170330 支出負担行為担当官 国土交通省自動
車局長 奥田 哲也 （東京都千代田区
霞が関２―１―３）

13 ﾄﾅｰ036他の購入(平成29年度)(単価契
約)一式

26 キヤノンマーケティングジャパン株式
会社　東京都港区港南２丁目16番６号

203,926,000 170208 一般

170330 支出負担行為担当官 第八管区海上保
安本部長 榎本 猶一 （京都府舞鶴市
字下福井901番地）

26 軽油(免税)(西郷港)予定数量509KL 2 （有）西郷日石　島根県隠岐郡隠岐の
島町名田の四37番地２

99,792 ／KL 170116 一般

170330 支出負担行為担当官 中国地方整備局
副局長 川嶋 直樹 （広島市中区東白
島町14―15）

34 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ賃貸借(28ｰ1) 13 リコージャパン（株）広島支社広島第
一営業部　広島市中区八丁堀３番33号

17,040,240 170206 一般

170331 支出負担行為担当官 第八管区海上保
安本部長 榎本 猶一 （京都府舞鶴市
字下福井901番地）

26 A重油(敦賀港)ほか1点(軽油(免税))予
定数量555KL､677KL

2 福井県漁業協同組合連合会　福井県敦
賀市蓬莱町17番13号

75,600円、84,024円 ／KL 170116 一般

170331 支出負担行為担当官 第八管区海上保
安本部長 榎本 猶一 （京都府舞鶴市
字下福井901番地）

26 A重油(舞鶴港)ほか1点(軽油(免税))予
定数量2,300KL､99KL

2 京都府漁業協同組合　京都府舞鶴市字
下安久1013番地の１

75,600円、84,024円 ／KL 170116 一般

170331 支出負担行為担当官 第八管区海上保
安本部長 榎本 猶一 （京都府舞鶴市
字下福井901番地）

26 航空ﾀｰﾋﾞﾝ燃料油(1号)(米子空港)予定
数量1205KL

2 國際航空給油（株）　鳥取県境港市佐
斐神町1489

108,000 ／KL 170116 一般

170401 支出負担行為担当官 国土交通省航空
局長 佐藤 善信 （東京都千代田区霞
が関２―１―３）

13 航空ﾀｰﾋﾞﾝ燃料油 181,000ﾘｯﾄﾙ 2 出光アヴィエーション（株）　東京都
千代田区丸の内３―１―１

17,366,443 170116 一般

170401 支出負担行為担当官 国土交通省航空
局長 佐藤 善信 （東京都千代田区霞
が関２―１―３）

13 航空ﾀｰﾋﾞﾝ燃料油 209,000ﾘｯﾄﾙ 2 （株）ＥＮＥＯＳサンエナジー　東京
都港区東新橋１―５―２

19,687,298 170116 一般

170401 支出負担行為担当官 国土交通省航空
局長 佐藤 善信 （東京都千代田区霞
が関２―１―３）

13 航空ﾀｰﾋﾞﾝ燃料油 235,000ﾘｯﾄﾙ 2 石野礦油（株）　東京都大田区池上８
―５―３

15,735,600 170116 一般

170401 支出負担行為担当官 国土交通省航空
局長 佐藤 善信 （東京都千代田区霞
が関２―１―３）

13 航空ﾀｰﾋﾞﾝ燃料油 239,000ﾘｯﾄﾙ 2 （株）沖航燃　沖縄県那覇市鏡水401 20,133,360 170116 一般

170401 支出負担行為担当官 国土交通省航空
局長 佐藤 善信 （東京都千代田区霞
が関２―１―３）

13 航空ﾀｰﾋﾞﾝ燃料油 261,000ﾘｯﾄﾙ 2 （株）ＥＮＥＯＳサンエナジー　東京
都港区東新橋１―５―２

29,532,567 170116 一般

170401 支出負担行為担当官 国土交通省航空
局長 佐藤 善信 （東京都千代田区霞
が関２―１―３）

13 航空ﾀｰﾋﾞﾝ燃料油 637,000ﾘｯﾄﾙ 2 マイナミ空港サービス（株）　東京都
港区元赤坂１―７―８

39,901,680 170116 一般

170401 支出負担行為担当官 国土交通省航空
局長 佐藤 善信 （東京都千代田区霞
が関２―１―３）

13 平成29年度航空安全情報管理･提供ｼｽﾃ
ﾑ運用支援

71 ＮＥＣソリューションイノベータ
（株）　東京都江東区新木場１―18―
７

15,012,000 170227 一般

170401 支出負担行為担当官 大阪航空局長 干
山 善幸 （大阪府大阪市中央区大手前
４―１―76）

27 関西空港事務所で使用する電気の購入
契約電力 1,068ｷﾛﾜｯﾄ 年間予定使用電
力量6,726,668ｷﾛﾜｯﾄ時

26 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

99,399,356 161125 一般 b

170401 支出負担行為担当官 大阪航空局長 干
山 善幸 （大阪府大阪市中央区大手前
４―１―76）

27 福岡空港回転翼機能移設事業に係る環
境影響評価書等作成業務

42 パシフィックコンサルタンツ株式会社
大阪本社　大阪府大阪市北区堂島浜１
―２―１

81,000,000 170113 一般 b 総合評価

170401 分任支出負担行為担当官 航空保安大
学校長 高木 育男 （大阪府泉佐野市
りんくう往来南３―11）

27 国土交通省航空保安大学校で使用する
電気の購入

26 株式会社Ｆ―Ｐｏｗｅｒ　東京都港区
六本木１丁目８番７号

39,306,337 161219 一般

170401 分任支出負担行為担当官 東京航空交
通管制部長 谷口 安弘 （埼玉県所沢
市並木１―12）

11 東京航空交通管制部で使用する電気の
購入 契約電力1,234ｷﾛﾜｯﾄ(常時予備
共)年間予定使用電力量 7,271,766ｷﾛ
ﾜｯﾄ時

26 丸紅新電力（株）　東京都中央区日本
橋２―７―１

131,058,635 170124 一般

170403 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 AHRU2個ほか6点整備 77 朝日航洋（株）　東京都港区江東区新
木場４―７―41

23,004,000 170130 一般

170403 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 APU(GTCP36ｰ150F)1個特別整備 77 （株）株式会社ティー・エム・シー・
インターナショナル　東京都渋谷区広
尾２―１―15

31,136,400 170130 一般

170403 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 ATC XPNDR14個ほか8点機能検査(単価
契約)

77 （株）ジャムコ　東京都三鷹市大沢６
―11―25

43,508,556 170130 一般

170403 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 ENGINE(TFE731ｰ5ARｰ1C型)1台整備 77 （株）ティー・エム・シー・インター
ナショナル　東京都渋谷区広尾２―１
―15

22,021,200 170130 一般

170403 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 FWD FLOAT RIGHT ASSYほか3点整備(単
価契約)

77 日本航空高圧（株）　埼玉県さいたま
市岩槻区古ヶ場２―１―８

90,633,600 170130 一般

170403 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 HYDRAULIC HOIST4個ほか1点整備 77 （株）ジャムコ　東京都三鷹市大沢６
―11―25

50,220,000 170130 一般 a

170403 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 MCDU(ｱｸﾞｽﾀ用)3個ほか11点整備 77 （株）ティー・エム・シー・インター
ナショナル　東京都渋谷区広尾２―１
―15

61,516,800 170130 一般 a
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170403 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 OUTFLOW VALVE MAIN1個ほか4点整備 77 三井物産エアロスペース（株）　東京
都港区芝公園２―４―１

37,584,000 170130 一般

170403 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 TCAS PROCESSOR(ﾎﾞﾝﾊﾞﾙ用)2個ほか12
点整備

77 （株）ティー・エム・シー・インター
ナショナル　東京都渋谷区広尾２―１
―15

9,482,400 170130 一般

170403 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 航空機用部品運送(単価契約) 57 福山通運（株）　広島県福山市東深津
町４―20―１

16,164,021 170130 一般

170403 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 大西 亘 （埼玉県さいたま市中央
区新都心２番地１）

11 H29ｰ30渡良瀬遊水地保全業務 75、78 （一財）渡良瀬遊水地アクリメーショ
ン振興財団　栃木県栃木市藤岡町藤岡
1778

253,800,000 170314 随意 b

170403 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 大西 亘 （埼玉県さいたま市中央
区新都心２番地１）

11 H29石灰石粉(粒径75μm)購入 2 ティーシートレーディング（株）　東
京都千代田区神田司町２―13

8,532 １t単価 170120 一般

170403 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 大西 亘 （埼玉県さいたま市中央
区新都心２番地１）

11 さいたま新都心合同庁舎2号館､検査棟
及び厚生棟施設管理･運営業務

75 新生ビルテクノ（株）　東京都文京区
千駄木３―50―13

2,268,000,000 161216 一般

170403 支出負担行為担当官 気象衛星セン
ター所長 三登 愼一 （東京都清瀬市
中清戸３―235）

13 気象衛星ｾﾝﾀｰ庁舎で使用する電気 契
約電力 3,850kW 年間予定使用電力量
27,021,792kWh

26 東京電力エナジーパートナー（株）
東京都新宿区新宿５―４―９

434,099,869 170120 一般

170403 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 600gｺﾞﾑ気球他の製作 約6,333個 24 株式会社気球製作所　東京都大田区北
糀谷１―23―10

46,366,821 170127 一般

170403 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 GPSｿﾞﾝﾃﾞ(RS92ｰSGP型)の購入 約1,650
個

24 三興通商株式会社　東京都港区浜松町
２―７―１

42,768,000 170310 随意 d 総合評価

170403 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 GPSｿﾞﾝﾃﾞ(稚内他)の製作 約4,050個 24 明星電気株式会社　東京都江東区豊洲
３―１―１

47,304,000 170127 一般

170403 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ他(ﾘｺｰ)の購入(単価契約)1
式

26 東京サラヤ株式会社　東京都品川区東
品川１―25―８

14,034,035 170117 一般

170403 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 ﾉｽﾞﾙ付ﾊﾟﾗｼｭｰﾄ内蔵型ｺﾞﾑ気球他の購入
約4,560個

24 トーテックス株式会社　埼玉県上尾市
大字上野765

50,256,417 170127 一般

170403 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 気象庁本庁舎で使用する電気 26 東京電力エナジーパートナー株式会社
東京都千代田区内幸町１―１―３

129,164,344 170118 一般

170403 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 漂流型海洋気象ﾌﾞｲﾛﾎﾞｯﾄの購入 16式 24 株式会社ＪＶＣケンウッド　神奈川県
横浜市神奈川区守屋町３―12

27,864,000 170310 随意 b 総合評価

170403 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
長 池田 豊人 （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）

27 大阪合同庁舎第1号館外1ヶ所総合管理
業務

75 日東カストディアル・サービス株式会
社大阪支店　大阪府大阪市中央区日本
橋２丁目９番16号

106,272,000 161227 一般

170403 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
副局長 田所 篤博 （神戸市中央区海
岸通29番地神戸地方合同庁舎）

28 神戸港湾事務所 軽油(免税)購入(ﾊﾞｰ
ｼﾞ)1式

2 富士砿油（株）　神戸市中央区新港町
四丁目５番地

26,301,240 170202 一般

170403 支出負担行為担当官 九州地方整備局
長 小平田浩司 （福岡県福岡市博多区
博多駅東２―10―７）

40 福岡第二合同庁舎建物設備等管理業務
1式

75 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―１）

52,704,000 161228 一般

170403 支出負担行為担当官 九州地方整備局
副局長 笹森 秀樹 （福岡市博多区博
多駅東２―10―７）

40 九州地方整備局(港湾空港関係)で使用
する電気

26 サミットエナジー（株）　東京都中央
区晴海１―８―11

25,578,983 161206 一般

170403 支出負担行為担当官 九州地方整備局
副局長 笹森 秀樹 （福岡市博多区博
多駅東２―10―７）

40 平成29年度苅田港監督船用船 1式 54 福島海運（株）　福岡県京都郡苅田町
磯浜町１―３―９

17,240,968 170127 一般

170403 支出負担行為担当官 九州地方整備局
副局長 笹森 秀樹 （福岡市博多区博
多駅東２―10―７）

40 平成29年度単価契約用紙購入(福岡県) 6 村田（株）　福岡支店　福岡県大野城
市仲畑１―５―26

16,630,246 170118 一般

170403 支出負担行為担当官 国土技術政策総
合研究所長 藤田 光一 （茨城県つく
ば市旭１番地）

8 定期刊行物の購読(電子ｼﾞｬｰﾅﾙの利用)
一式

26 エルゼビア・ビー・ブイ　オランダ王
国アムステルダム市ラーダーヴェヒ29

28,826,458 170216 随意 b

170403 支出負担行為担当官 国土技術政策総
合研究所副所長 三宅 光一 （神奈川
県横須賀市長瀬３―１―１）

14 車載型舗装支持力測定装置購入 一式 26 株式会社ナカジマ技販　埼玉県鴻巣市
大芦1731―２

45,252,000 170112 一般

170403 支出負担行為担当官 国土交通省自動
車局長 奥田 哲也 （東京都千代田区
霞が関２―１―３）

13 自動車検査登録印紙の製造 一式 76 独立行政法人国立印刷局　東京都港区
虎ノ門２丁目２番５号

47,868,482 予定総価 170314 随意 b

170403 支出負担行為担当官 国土交通省大臣
官房会計課長 海谷 厚志 （東京都千
代田区霞が関２―１―３）

13 中央合同庁舎第3号館及び国土交通大
学校柏研修ｾﾝﾀｰで使用する電気

26 東京電力エナジーパートナー株式会社
東京都新宿区新宿五丁目４番９号

162,766,881 161220 一般
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170403 支出負担行為担当官 国土交通省大臣
官房会計課長 海谷 厚志 （東京都千
代田区霞が関２―１―３）

13 中央合同庁舎第3号館等施設管理業務 75、78 株式会社シミズ・ビルライフケア　東
京都中央区京橋二丁目10番２号

1,064,437,200 161130 一般 総合評価

170403 支出負担行為担当官 国土交通省大臣
官房会計課長 榊 真一 （東京都千代
田区霞が関２―１―３）

13 国土交通本省行政情報ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ用ﾄ
ﾅｰ他購入(単価契約)

26 キヤノンマーケティングジャパン株式
会社　東京都港区港南２丁目16番６号

388,200,211 170123 一般

170403 支出負担行為担当官 国土交通省大臣
官房会計課長 榊 真一 （東京都千代
田区霞が関２―１―３）

13 自動車燃料消費量調査に係る調査票等
の印刷･発送業務 一式

76 株式会社コーユービジネス　東京都品
川区東五反田２―２―３

22,109,760 170125 一般

170403 支出負担行為担当官 国土交通省大臣
官房会計課長 榊 真一 （東京都千代
田区霞が関２―１―３）

13 自動車輸送統計調査及び自動車燃料消
費量調査内容検査等業務 一式

72 ＳＧシステム株式会社　東京都品川区
勝島１―１―１

95,904,000 170125 一般

170403 支出負担行為担当官 国土交通省大臣
官房会計課長 榊 真一 （東京都千代
田区霞が関２―１―３）

13 自動車輸送統計調査票等印刷･発送業
務 一式

76 日本通信紙株式会社　東京都台東区下
谷１―７―５

59,184,000 170125 一般

170403 支出負担行為担当官 国土交通省大臣
官房会計課長 榊 真一 （東京都千代
田区霞が関２―１―３）

13 宅配便等運送単価契約 一式 57 ヤマト運輸株式会社　東京都中央区銀
座２―16―10

14,307,040 170125 一般

170403 支出負担行為担当官 国土交通省大臣
官房会計課長 榊 真一 （東京都千代
田区霞が関２―１―３）

13 非常用食料等(単価契約) 26 櫻護謨株式会社　東京都渋谷区笹塚１
丁目21番17号

18,688,151 161227 一般

170403 支出負担行為担当官 国土交通省大臣
官房会計課長 榊 真一 （東京都千代
田区霞が関２―１―３）

13 複写機用再生紙購入(単価契約) 6 リコージャパン株式会社　東京都港区
芝浦３丁目４番１号

75,002,442 161228 一般

170403 支出負担行為担当官 国土交通大学校
長 山崎 篤男 （東京都小平市喜平町
２―２―１）

13 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ等一式 賃貸借及び保守 14 株式会社ＪＥＣＣ　東京都千代田区丸
の内３―４―１

23,476,800 161212 一般

170403 支出負担行為担当官 国土交通大学校
長 山崎 篤男 （東京都小平市喜平町
２―２―１）

13 国土交通大学校で使用する電気 26 株式会社Ｖ―Ｐｏｗｅｒ　東京都品川
区東品川３―６―５

22,141,176 170216 一般

170403 支出負担行為担当官 国土地理院長 村
上 広史 （茨城県つくば市北郷１番）

8 国土地理院構内ほか観測局等で使用す
る電気 1式

26 東京電力エナジーパートナー（株）
東京都千代田区内幸町１―１―３

118,216,343 161228 一般

170403 支出負担行為担当官 四国地方整備局
次長 元野 一生 （高松市サンポート
３番33号）

37 海面清掃兼油回収船｢美讃｣回収ごみ処
理 一式

78 番の州エコサービス（株）　香川県坂
出市番の州町７―１

20,638,800 170201 一般

170403 支出負担行為担当官 四国地方整備局
次長 元野 一生 （高松市サンポート
３番33号）

37 港湾情報処理ｼｽﾃﾑ機器等保守業務 一
式

71 富士通リース（株）　東京都千代田区
神田練塀町３

44,386,704 170125 一般

170403 支出負担行為担当官 四国地方整備局
長 名波 義昭 （香川県高松市サン
ポート３―33）

37 高松ｻﾝﾎﾟｰﾄ合同庁舎で使用する電気
一式

26 四国電力（株）高松支店　香川県高松
市室新町973―１

134,147,799 161209 一般

170403 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 A重油買入4〜6月分(根室港及び花咲
港)予定数量150KL

2 北海シェル石油株式会社根室支店　北
海道根室市本町４丁目50番地

12,636,000 170117 一般 b

170403 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 A重油買入4〜9月分(釧路港)予定数量
1390KL

2 釧路アポロ石油株式会社　北海道釧路
市宝町２番２号

114,091,200 170117 一般

170403 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 A重油買入4〜9月分(室蘭港)予定数量
170KL

2 河辺石油株式会社室蘭営業所　北海道
室蘭市東町１丁目１番１号

13,953,600 170117 一般

170403 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 A重油買入4〜9月分(十勝港)予定数量
120KL

2 広尾協同石油株式会社　北海道広尾郡
広尾町会所前２丁目築港埋立地

9,888,480 170117 一般

170403 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 A重油買入4〜9月分(小樽港)予定数量
640KL

2 北日本石油株式会社小樽販売支店　北
海道小樽市手宮１丁目６番４号

52,531,200 170117 一般

170403 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 A重油買入4〜9月分(稚内港)予定数量
620KL

2 チセキ石油販売株式会社　北海道稚内
市中央２丁目９番34号

51,224,400 170117 一般

170403 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 A重油買入4〜9月分(函館港)予定数量
640KL

2 北日本石油株式会社函館販売支店　北
海道函館市東雲町８番12号

52,531,200 170117 一般

170403 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 A重油買入4〜9月分(網走港)予定数量
110KL

2 北海道エネルギー株式会社道北支店網
走営業所　北海道網走市大曲１丁目９
番５号

9,266,400 170117 一般

170403 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 A重油買入4〜9月分(紋別港)予定数量
130KL

2 北海道エネルギー株式会社道北支店紋
別営業所　北海道紋別市潮見町１丁目
５番11号

10,782,720 170117 一般

170403 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 A重油買入4〜9月分(羅臼港)予定数量
140KL

2 北海道エネルギー株式会社道東支店根
室営業所　北海道根室市松本町４丁目
５番地

10,130,400 170117 一般

170403 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 A重油買入4〜9月分(留萌港)予定数量
100KL

2 澤井石油商事株式会社　北海道留萌市
開運町１丁目５番36号

6,750,000 170117 一般
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170403 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 軽油(免税)買入4〜6月分(江差港)予定
数量70KL

2 株式会社三洋石油商会　北海道桧山郡
江差町字姥神町159番地の７

5,435,640 170117 一般 b

170403 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 軽油(免税)買入4〜6月分(根室港及び
花咲港)予定数量160KL

2 北海シェル石油株式会社　北海道根室
市本町４丁目50番地

15,275,520 170117 一般

170403 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 軽油(免税)買入4〜6月分(小樽港)予定
数量80KL

2 北日本石油株式会社小樽販売支店　北
海道小樽市手宮１丁目６番４号

6,289,920 170117 一般

170403 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 軽油(免税)買入4〜6月分(羅臼港)予定
数量60KL

2 羅臼石油株式会社　北海道目梨郡羅臼
町本町71番地14

4,471,200 170117 一般

170403 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 航空ﾀｰﾋﾞﾝ燃料油(1号)買入(釧路航空
基地地下ﾀﾝｸ)予定数量220KL

2 千歳空港モーターサービス株式会社
北海道千歳市美々新千歳空港内

16,506,072 170117 一般 b

170403 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 航空ﾀｰﾋﾞﾝ燃料油(1号)買入(千歳航空
基地機上渡し)予定数量1325KL

2 國際航空給油株式会社千歳空港事業所
北海道千歳市美々新千歳空港内

117,012,870 170117 一般

170403 支出負担行為担当官 第五管区海上保
安本部長 竹田 聡 （兵庫県神戸市中
央区波止場町１―１）

28 A重油ほか1点購入(単価契約)田辺港 2 紀洋石油株式会社　和歌山県田辺市宝
来町14―27

54,340,200 170203 一般

170403 支出負担行為担当官 第五管区海上保
安本部長 竹田 聡 （兵庫県神戸市中
央区波止場町１―１）

28 A重油購入(単価契約)高知港 2 サンライズ石油株式会社　高知県高知
市一宮南町１丁目12番27号

80,649,000 170203 一般

170403 支出負担行為担当官 第五管区海上保
安本部長 竹田 聡 （兵庫県神戸市中
央区波止場町１―１）

28 A重油購入(単価契約)徳島小松島港 2 有限会社新田船食店　徳島県小松島市
小松島町字北浜106番地の１

47,552,400 170203 一般

170403 支出負担行為担当官 第五管区海上保
安本部長 竹田 聡 （兵庫県神戸市中
央区波止場町１―１）

28 A重油購入(単価契約)和歌山下津港 2 大岩石油株式会社　和歌山県和歌山市
築港１丁目６番地

38,232,000 170203 一般

170403 支出負担行為担当官 第五管区海上保
安本部長 竹田 聡 （兵庫県神戸市中
央区波止場町１―１）

28 軽油(免税)購入(単価契約)阪神港神戸
区業者施設等

2 富士砿油株式会社　兵庫県神戸市中央
区新港４―５

25,126,092 170203 一般

170403 支出負担行為担当官 第五管区海上保
安本部長 竹田 聡 （兵庫県神戸市中
央区波止場町１―１）

28 軽油(免税)購入(単価契約)阪神港大阪
区･堺泉北区

2 港石油株式会社　大阪府港区築港３丁
目１番９号

39,420,000 170203 一般

170403 支出負担行為担当官 第五管区海上保
安本部長 竹田 聡 （兵庫県神戸市中
央区波止場町１―１）

28 軽油(免税)購入(単価契約)阪神港大阪
区業者施設

2 港石油株式会社　大阪府港区築港３丁
目１番９号

18,889,200 170203 一般

170403 支出負担行為担当官 第五管区海上保
安本部長 竹田 聡 （兵庫県神戸市中
央区波止場町１―１）

28 軽油(免税)購入(単価契約)姫路港及び
東播磨港(加古川)

2 横田石油株式会社　兵庫県姫路市飾磨
区恵美酒147番地

30,702,240 170203 一般

170403 支出負担行為担当官 第五管区海上保
安本部長 竹田 聡 （兵庫県神戸市中
央区波止場町１―１）

28 航空ﾀｰﾋﾞﾝ燃料油購入(単価契約)関西
国際空港及び神戸市

2 株式会社シェル石油大阪発売所　大阪
府大阪市淀川区西中島２丁目11番30号

53,084,160 170203 一般

170403 支出負担行為担当官 第三管区海上保
安本部長 大根 潔 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 (羽田)航空ﾀｰﾋﾞﾝ燃料油(1号)予定数量
4,500KL買入

2 川重商事株式会社　兵庫県神戸市中央
区海岸通８

63.143 ／L 170117 一般 d

170403 支出負担行為担当官 第三管区海上保
安本部長 大根 潔 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 (下田)A重油4月〜9月分買入(予定数量
486KL)

2 サガミシード株式会社　静岡県下田市
東本郷１―16―８

76.680 ／L 170117 一般

170403 支出負担行為担当官 第三管区海上保
安本部長 大根 潔 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 (京浜､横須賀､千葉)軽油(免税)買入
(予定数量820KL)

2 関東タス株式会社　神奈川県横浜市神
奈川区子安通３―359―６

55.728 ／L 170117 一般 d

170403 支出負担行為担当官 第三管区海上保
安本部長 大根 潔 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 (御前崎)A重油買入(予定数量398KL) 2 南駿河湾漁業共同組合　静岡県御前崎
市港6131

73.828 ／L 170117 一般

170403 支出負担行為担当官 第三管区海上保
安本部長 大根 潔 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 (清水)A重油買入(予定数量390KL) 2 株式会社稲葉石油　静岡県静岡市清水
区西高町６―31

70.200 ／L 170117 一般

170403 支出負担行為担当官 第三管区海上保
安本部長 大根 潔 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 (銚子)A重油4月〜9月分買入(予定数量
211KL)

2 株式会社銚子杉野　千葉県銚子市新生
町１―１―６

90.720 ／L 170117 一般

170403 支出負担行為担当官 第三管区海上保
安本部長 大根 潔 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 (本部)A重油買入(予定数量2,300KL) 2 横浜マリン石油株式会社　神奈川県横
浜市中区本牧ふ頭15―４

52.488 ／L 170419 随意 c

170403 支出負担行為担当官 第三管区海上保
安本部長 大根 潔 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 特内燃機油(3号)ほか4月〜9月分買入 2 久良岐屋石油株式会社　神奈川県横浜
市港北区小机町2561

20,408,517 170117 一般 b

170403 支出負担行為担当官 第十一管区海上
保安本部長 宮崎 一巳 （沖縄県那覇
市港町２―11―１）

47 A重油買入(石垣港)(単価契約)予定数
量27,460KL

2 （株）りゅうせき　沖縄県浦添市西洲
２―２―３

72.792 ／L 170127 一般
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170403 支出負担行為担当官 第十一管区海上
保安本部長 宮崎 一巳 （沖縄県那覇
市港町２―11―１）

47 A重油買入(中城新港)(単価契約)予定
数量1,800KL

2 （株）ユカ　沖縄県中頭郡中城村字九
場1984番地

61.884 ／L 170127 一般

170403 支出負担行為担当官 第十一管区海上
保安本部長 宮崎 一巳 （沖縄県那覇
市港町２―11―１）

47 A重油買入(那覇港)(単価契約)予定数
量22,800KL

2 （株）りゅうせき　沖縄県浦添市西洲
２―２―３

65.232 ／L 170127 一般

170403 支出負担行為担当官 第十一管区海上
保安本部長 宮崎 一巳 （沖縄県那覇
市港町２―11―１）

47 A重油買入(平良港･長山港)(単価契約)
予定数量5,500KL

2 （株）りゅうせき　沖縄県浦添市西洲
２―２―３

65.88 ／L 170127 一般

170403 支出負担行為担当官 第十一管区海上
保安本部長 宮崎 一巳 （沖縄県那覇
市港町２―11―１）

47 軽油(免税)買入(石垣港)(単価契約)予
定数量1,265.91KL

2 （株）りゅうせき　沖縄県浦添市西洲
２―２―３

70.848 ／L 170127 一般

170403 支出負担行為担当官 第十一管区海上
保安本部長 宮崎 一巳 （沖縄県那覇
市港町２―11―１）

47 軽油(免税)買入(中城新港)(単価契約)
予定数量450KL

2 （株）ユカ　沖縄県中頭郡中城村字九
場1984番地

77.652 ／L 170127 一般

170403 支出負担行為担当官 第十一管区海上
保安本部長 宮崎 一巳 （沖縄県那覇
市港町２―11―１）

47 軽油(免税)買入(那覇港)(単価契約)予
定数量2,143KL

2 （株）りゅうせき　沖縄県浦添市西洲
２―２―３

67.716 ／L 170127 一般

170403 支出負担行為担当官 第十一管区海上
保安本部長 宮崎 一巳 （沖縄県那覇
市港町２―11―１）

47 軽油(免税)買入(平良港･長山港)(単価
契約)予定数量920KL

2 （株）りゅうせき　沖縄県浦添市西洲
２―２―３

68.04 ／L 170127 一般

170403 支出負担行為担当官 第十一管区海上
保安本部長 宮崎 一巳 （沖縄県那覇
市港町２―11―１）

47 航空ﾀｰﾋﾞﾝ燃料油1号買入(石垣空港･宮
古空港)(単価契約)予定数量 ｱ1,150KL
ｲ110KL

2 ＪＸエネルギー（株）沖縄支店　沖縄
県那覇市久茂地１―７―１

85.7952 ／L 170127 一般

170403 支出負担行為担当官 第十一管区海上
保安本部長 宮崎 一巳 （沖縄県那覇
市港町２―11―１）

47 航空ﾀｰﾋﾞﾝ燃料油1号買入(那覇空
港)(単価契約)予定数量3,792KL

2 （株）沖航燃　沖縄県那覇市字鏡水
401番地

80.622 ／L 170127 一般

170403 支出負担行為担当官 第十一管区海上
保安本部長 宮崎 一巳 （沖縄県那覇
市港町２―11―１）

47 那覇港湾合同庁舎で使用する電気(単
価契約)予定数量1式

26 沖縄電力（株）　沖縄県那覇市旭町
114―４

31,006,247 161115 一般

170403 支出負担行為担当官 第二管区海上保
安本部長 岩崎 茂 （宮城県塩釜市貞
山通三丁目４番１号）

4 (塩釜)電気需給(単価契約) 26 株式会社アシストワンエナジー（北海
道札幌市中央区北４条西２丁目１番地
１）

13,602,610 161227 一般

170403 支出負担行為担当官 第二管区海上保
安本部長 岩崎 茂 （宮城県塩釜市貞
山通三丁目４番１号）

4 (釜石)A重油買入(単価契約) 2 株式会社アベキ釜石営業所（岩手県釜
石市只越町１丁目６番４号）

18,295,200 170123 一般

170403 支出負担行為担当官 第二管区海上保
安本部長 岩崎 茂 （宮城県塩釜市貞
山通三丁目４番１号）

4 (宮城)A重油買入(単価契約) 2 株式会社アベキ仙塩営業所（宮城県仙
台市若林区卸町東二丁目３番18号）

258,600,600 170123 一般

170403 支出負担行為担当官 第二管区海上保
安本部長 岩崎 茂 （宮城県塩釜市貞
山通三丁目４番１号）

4 (酒田)軽油(免税)買入(単価契約) 2 丸輝石油株式会社（山形県酒田市松美
町１番３号）

18,802,800 170123 一般

170403 支出負担行為担当官 第二管区海上保
安本部長 岩崎 茂 （宮城県塩釜市貞
山通三丁目４番１号）

4 (秋田)A重油買入(単価契約) 2 北日本石油株式会社秋田営業所（秋田
県秋田市土崎港西一丁目５番１号）

68,331,600 170123 一般

170403 支出負担行為担当官 第二管区海上保
安本部長 岩崎 茂 （宮城県塩釜市貞
山通三丁目４番１号）

4 (秋田)軽油(免税)買入(単価契約) 2 北日本石油株式会社秋田営業所（秋田
県秋田市土崎港西一丁目５番１号）

16,927,920 170123 一般

170403 支出負担行為担当官 第二管区海上保
安本部長 岩崎 茂 （宮城県塩釜市貞
山通三丁目４番１号）

4 (仙台基地)航空ﾀｰﾋﾞﾝ燃料油買入(単価
契約)

2 株式会社宮澤商店（岩手県花巻市鍛治
町３番６号）

86,755,860 170123 一般

170403 支出負担行為担当官 第二管区海上保
安本部長 岩崎 茂 （宮城県塩釜市貞
山通三丁目４番１号）

4 (八戸)A重油買入(単価契約) 2 株式会社アベキ八戸営業所（青森県八
戸市大字湊町大沢42番地）

95,774,400 170123 一般

170403 支出負担行為担当官 第二管区海上保
安本部長 岩崎 茂 （宮城県塩釜市貞
山通三丁目４番１号）

4 (福島)A重油買入(単価契約) 2 福島県漁業協同組合連合会（福島県い
わき市中央台飯野４丁目３番地の１）

83,318,760 170123 一般

170403 支出負担行為担当官 中国地方整備局
長 丸山 隆英 （広島県広島市中区上
八丁堀６―30）

34 ｺﾋﾟｰ用紙 1式 6 （株）大塚商会　東京都千代田区飯田
橋２丁目18番４号

1,161.0 170202 一般

170403 支出負担行為担当官 中国地方整備局
副局長 川嶋 直樹 （広島市中区東白
島町14―15）

34 船舶用軽油購入 2 石村石油（株）　呉市海岸４丁目11番
15号

20,758,032 170203 一般

170403 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
二丁目５番１号）

23 平成29年度 単価契約電子複写等 76 水谷印刷株式会社　愛知県名古屋市西
区城西二丁目20番11号

9.72 170206 一般 b

170403 支出負担行為担当官 中部地方整備局
副局長 守屋 正平 （名古屋市中区丸
の内二丁目１番36号）

23 A重油4月分 予定数量 164KL 2 伊勢湾石油（株）　名古屋市港区港楽
１―２―３

56,700 170126 一般

170403 支出負担行為担当官 中部地方整備局
副局長 守屋 正平 （名古屋市中区丸
の内二丁目１番36号）

23 軽油4月分 予定数量 25KL 2 （株）石田石油店　名古屋市港区千鳥
２―９―33

91,800 170126 一般
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170403 支出負担行為担当官 中部地方整備局
副局長 守屋 正平 （名古屋市中区丸
の内二丁目１番36号）

23 港湾情報処理ｼｽﾃﾑ運用管理業務 71 （株）エヌ・シー・エス　新潟県中央
区沼垂東２―11―21

26,200,800 170125 一般

170403 支出負担行為担当官 中部地方整備局
副局長 守屋 正平 （名古屋市中区丸
の内二丁目１番36号）

23 名古屋港港湾業務艇用船 54 （株）マリンセキュリティー　沖縄市
泡瀬１―40―12

30,240 170130 一般 d

170403 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 川瀧 弘之 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 ｶﾞｿﾘﾝ外購入単価契約(宮城県)一式 2 日通商事（株）　仙台支店　宮城県仙
台市宮城野区苦竹３―１―１

15,654,281 161215 一般

170403 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 小谷野喜二 （仙台市青葉区本
町３―３―１）

4 GPS波浪計定期点検･修理業務 24 みちのくサービス（株）　仙台市青葉
区中央１―６―35

26,838,000 170127 一般

170403 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 小谷野喜二 （仙台市青葉区本
町３―３―１）

4 釜石港港湾業務艇｢くろがね｣運航及び
用船

55 （株）山元　岩手県釜石市只越町２―
６―20

72,360 170127 一般

170403 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 小谷野喜二 （仙台市青葉区本
町３―３―１）

4 久慈港港湾業務艇｢ほくと｣運航及び用
船

55 宮城建設（株）　岩手県久慈市新中の
橋第４地割35番地の３

81,000 170127 一般

170403 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 小谷野喜二 （仙台市青葉区本
町３―３―１）

4 宮古港港湾業務艇｢みずなぎ｣運航及び
用船

55 （株）本間組東北支店　仙台市青葉区
本町１―11―１

81,000 170127 一般

170403 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 小谷野喜二 （仙台市青葉区本
町３―３―１）

4 小名浜港港湾業務艇｢そうめい｣運航及
び用船

55 （株）ポルテック　東京都千代田区内
神田１―８―１

80,460 170127 一般

170403 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 小谷野喜二 （仙台市青葉区本
町３―３―１）

4 仙台塩釜港港湾業務艇｢ごいし｣運航及
び用船

55 （株）ポルテック　東京都千代田区内
神田１―８―１

71,820 170127 一般

170403 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 小谷野喜二 （仙台市青葉区本
町３―３―１）

4 仙台塩釜港港湾業務艇｢翔洋｣運航及び
用船

55 （株）ポルテック　東京都千代田区内
神田１―８―１

79,920 170127 一般

170403 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 小谷野喜二 （仙台市青葉区本
町３―３―１）

4 相馬港港湾業務艇｢おきかぜ｣運航及び
用船

55 庄司建設工業（株）　福島県南相馬市
原町区青葉町１―１

69,120 170127 一般

170403 支出負担行為担当官 福岡管区気象台
長 弟子丸卓也 （福岡県福岡市中央区
大濠１―２―36）

40 福岡管区気象台庁舎ほかで使用する電
気の調達 契約電力 福岡管区気象台
172kW 長崎地方気象台58kW 大分地方
気象台34kW 宮崎地方気象台51kW 脊振
山気象ﾚｰﾀﾞｰ観測所25kW 鹿児島航空測
候所ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰﾚｰﾀﾞｰ局舎47kW 年間予定
使用電力量 福岡管区気象台
826,400kWh 長崎地方気象台
151,200kWh 大分地方気象台
132,300kWh 宮崎地方気象台
140,500kWh 脊振山気象ﾚｰﾀﾞｰ観測所
99,200kWh 鹿児島航空測候所ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰ
ﾚｰﾀﾞｰ局舎 237,300kWh

26 ミツウロコグリーンエネルギー（株）
東京都中央区日本橋本町３―７―２

24,785,409 161208 一般

170403 支出負担行為担当官 北海道開発局稚
内開発建設部長 和田 忠幸 （北海道
稚内市末広５丁目６番１号）

1 ﾌﾟﾘﾝﾀ用ﾄﾅｰ外購入(単価契約)一式 26 大広（株）　北海道稚内市中央３丁目
16番20号

10,771,110 170201 一般 d

170403 分任支出負担行為担当官 近畿地方整
備局 紀南河川国道事務所長 水野 浩
次 （和歌山県田辺市中万呂142）

30 紀南河川国道事務所管内で使用する電
気

26 ＪＸＴＧエネルギー（株）　東京都千
代田区大手町１―１―２

57,366,907 161007 一般

170403 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 馬渡 真吾
（京都府京都市下京区西洞院通塩小路
下る南不動堂町808）

26 京都国道事務所管内で使用する電気 26 サミットエナジー（株）　東京都中央
区晴海１丁目８番11号

23,748,014 161007 一般

170403 分任支出負担行為担当官 近畿地方整
備局 国営明石海峡公園事務所長 辻本
慎太郎 （兵庫県神戸市中央区海岸通
29番地）

28 国営明石海峡公園事務所管内で使用す
る電気

26 エネサーブ（株）　滋賀県大津市月輪
２丁目19番６号

15,659,248 161007 一般

170403 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 有田 幸司
（大阪府大阪市城東区今福西２丁目12
番35号）

27 大阪国道事務所管内で使用する電気 26 エネサーブ（株）　滋賀県大津市月輪
２丁目19番６号

15,335,828 170106 一般

170403 分任支出負担行為担当官 近畿地方整
備局 奈良国道事務所長 宮西 洋幸
（奈良県奈良市大宮町３丁目５番11
号）

29 奈良国道事務所管内で使用する電気 26 エネサーブ（株）　滋賀県大津市月輪
２丁目19番６号

25,271,219 161007 一般

170403 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 山口 達也
（滋賀県大津市黒津４丁目５番１号）

25 琵琶湖河川事務所管内で使用する電気 26 （株）Ｆ―Ｐｏｗｅｒ　東京都港区六
本木１―８―７

19,866,500 161202 一般

170403 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 朝田 将
（兵庫県姫路市北条１―250）

28 姫路河川国道事務所管内で使用する電
気

26 エネサーブ（株）　滋賀県大津市月輪
２丁目19番６号

28,632,417 161007 一般
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170403 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 中村 圭
吾 （福井県福井市花堂南２丁目14番
７号）

18 福井河川国道事務所管内(敦賀市以北)
で使用する電気

26 （株）Ｆ―Ｐｏｗｅｒ　東京都港区六
本木１―８―７

82,533,792 161007 一般

170403 分任支出負担行為担当官 近畿地方整
備局 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）

26 福知山河川国道事務所管内で使用する
電気

26 （株）Ｆ―Ｐｏｗｅｒ　東京都港区六
本木１―８―７

20,925,139 161007 一般

170403 分任支出負担行為担当官 近畿地方整
備局 兵庫国道事務所長 高宮 進 （兵
庫県神戸市中央区波止場町３番11号）

28 兵庫国道事務所管内で使用する電気 26 エネサーブ（株）　滋賀県大津市月輪
２丁目19番６号

22,756,874 161007 一般

170403 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 増田 安
弘 （兵庫県豊岡市幸町10―３）

28 豊岡河川国道事務所管内で使用する電
気

26 （株）Ｆ―Ｐｏｗｅｒ　東京都港区六
本木１―８―７

106,986,843 161202 一般

170403 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 桑島 偉倫
（大阪府枚方市新町２丁目２―10）

27 淀川河川事務所管内で使用する電気 26 エネサーブ（株）　滋賀県大津市月輪
２丁目19番６号

81,567,540 161007 一般

170403 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 寺沢
直樹 （和歌山県和歌山市西汀丁16
番）

30 和歌山河川国道事務所管内で使用する
電気

26 丸紅新電力（株）　東京都中央区日本
橋２丁目７番１号

33,749,994 161007 一般

170403 分任支出負担行為担当官 四国地方整
備局 香川河川国道事務所長 宮本 馨
（香川県高松市福岡町４―26―32）

37 国営讃岐まんのう公園で使用する電気
一式

26 伊藤忠エネクス（株）　東京都港区虎
ノ門２―10―１

22,533,805 161209 一般

170403 分任支出負担行為担当官 中国地方整
備局中国技術事務所長 野村 正之
（広島県広島市安芸区船越南２―８―
１）

34 水質分析調査業務 42 いであ（株）　東京都世田谷区駒沢３
―15―１

58,320,000 170105 指名

170403 分任支出負担行為担当官 東北地方整
備局 岩手河川国道事務所長 清水 晃
（岩手県盛岡市上田４丁目２―２）

3 岩手河川国道事務所管内で使用する電
気 2,584,900kWh

26 （株）アシストワンエナジー　北海道
札幌市中央区北４条西２丁目１―１

48,490,571 161125 一般

170403 分任支出負担行為担当官 東北地方整
備局 東北国営公園事務所長 脇坂 隆
一 （宮城県柴田郡川崎町大字小野字
二本松53―９）

4 みちのく杜の湖畔公園で使用する電気
1,384,101kWh

26 （株）アシストワンエナジー　北海道
札幌市中央区北４条西２丁目１―１

24,498,727 161205 一般

170403 分任支出負担行為担当官 東北地方整
備局山形河川国道事務所長 和田 賢哉
（山形県山形市成沢西四丁目３―55）

6 山形河川国道事務所庁舎清掃業務委託
一式

75 （株）エム・エフ・ティ仙台　宮城県
仙台市若林区六丁の目中町27―１

9,612,000 161226 一般

170404 支出負担行為担当官 中部地方整備局
副局長 守屋 正平 （名古屋市中区丸
の内二丁目１番36号）

23 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路(霞4号
幹線)橋梁(P9〜P13)上部工事

41 ＪＦＥエンジニアリング（株）名古屋
支店　名古屋市中村区名駅３―28―12

1,554,012,000 161213 一般 d 総合評価

170405 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 STRUT ASSY MAIN2個ほか5点整備(組立
の部)

77 （株）ティー・エム・シー・インター
ナショナル　東京都渋谷区広尾２―１
―15

24,753,600 170316 随意 d

170405 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 大西 亘 （埼玉県さいたま市中央
区新都心２番地１）

11 H29江戸川管内排水機場燃料購入(その
1)単価契約

2 （株）かまや　東京都台東区根岸５―
１―14

204,228 170210 一般

170405 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 気象ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰﾚｰﾀﾞｰ用ｸﾗｲｽﾄﾛﾝ等購入 10
個

16 東芝電子管デバイス株式会社　栃木県
大田原市下石上1385

28,296,000 170209 一般 b

170405 支出負担行為担当官 第三管区海上保
安本部長 大根 潔 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 主機関整備部品(16V20FX型)買入 10 新潟原動機株式会社　東京都千代田区
外神田２―14―５

559,568,628 170210 一般

170405 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 主機関(MAND2842LE401型)あおい等修
理4式

11 （株）池貝ディーゼル東京営業所　神
奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町３―43

29,808,000 170201 一般 a

170405 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 主機関(MAND2842LE417型)すぎかぜ等
修理5式

11 （株）池貝ディーゼル東京営業所　神
奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町３―43

31,104,000 170201 一般 a

170405 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 主機関(MAND2842LE417型)みほぎく等
修理4式

11 三菱ふそうトラック・バス（株）九州
ふそう北九州支店　福岡県北九州市小
倉北区西港町15―60

30,780,000 170201 一般

170405 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 主機関(MAND2842LYE型)きよかぜ等修
理6式

11 三菱ふそうトラック・バス（株）九州
ふそう北九州支店　福岡県北九州市小
倉北区西港町15―60

33,372,000 170201 一般 a

170405 支出負担行為担当官 北陸地方整備局
次長 長田 信 （新潟市中央区美咲町
１―１―１）

15 A重油(4〜9月分)購入 600KL 2 新潟県石油業協同組合　新潟市中央区
川岸町１丁目47番地の１

82,620 ／KL 170208 一般

170406 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 中層ﾌﾛｰﾄの購入 27台 24 三興通商株式会社　東京都港区浜松町
２―７―１

45,781,200 170208 一般

170406 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 標準ｶﾞｽほかの購入 1式 3 株式会社鈴木商館北関東支店　埼玉県
上尾市平塚73

19,729,440 170208 一般
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170406 支出負担行為担当官 北海道開発局室
蘭開発建設部長 平野 令緒 （北海道
室蘭市入江町１番地14）

1 (H29国債)複合機･大型複合機借入及び
保守 14台(単価契約)

14 （株）道南事務機器　北海道室蘭市本
町１―５―７

112,133,134 170213 一般 b

170406 支出負担行為担当官 北海道開発局室
蘭開発建設部長 平野 令緒 （北海道
室蘭市入江町１番地14）

1 室蘭開発建設部ﾄﾅｰ等購入(単価契約) 26 ＭＣサプライアンドサポート（株）
東京都千代田区内神田２―７―８

11,420,686 170213 一般 b

170406 支出負担行為担当官 北海道開発局小
樽開発建設部長 倉内 公嘉 （北海道
小樽市潮見台１丁目15番５号）

1 ﾌﾟﾘﾝﾀｰﾄﾅｰ外13点購入(単価契約) 26 （株）川端文化堂　北海道虻田郡倶知
安町北１条西２丁目18番地

18,036,000 170206 一般 b

170407 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 Sｰ101電子海図ﾃﾞｰﾀ変換検証作業 42 日本総合システム（株）　東京都文京
区後楽１―７―27

23,220,000 170208 一般

170407 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
長 池田 豊人 （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）

27 ｺﾋﾟｰ用紙購入(近畿地方整備局管内)単
価契約

6 株式会社大塚商会　東京都千代田区飯
田橋２丁目18番４号

26,803,980 170127 一般

170407 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
長 池田 豊人 （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）

27 事務用消耗品購入(近畿地方整備局管
内)単価契約

26 石元商事株式会社　大阪府大阪市都島
区中野町１丁目７番20号

35,753,651 170127 一般

170407 支出負担行為担当官 中国地方整備局
副局長 川嶋 直樹 （広島市中区東白
島町14―15）

34 港湾業務艇建造 20 瀬戸内クラフト（株）　尾道市向東町
9210番地

405,432,000 170210 一般

170410 支出負担行為担当官 中国地方整備局
副局長 川嶋 直樹 （広島市中区東白
島町14―15）

34 港湾WANｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞ等賃貸借(29ｰ1) 14 ＩＢＪＬ東芝リース（株）　東京都港
区虎ノ門一丁目２番６号

11,736,900 170213 一般

170411 支出負担行為担当官 関東地方整備局
副局長 高田 昌行 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 東京港臨港道路南北線沈埋函(4号函･5
号函･6号函)製作･築造等工事 1式

41 五洋・東洋・新日鉄住金エンジ特定建
設工事共同企業体　代表者　五洋建設
（株）東京土木支店　東京都文京区後
楽２―２―８

19,407,600,000 170110 一般 総合評価

170411 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 GPSｿﾞﾝﾃﾞ(iMSｰ100型)の購入 約3,120
個

24 明星電気株式会社　東京都江東区豊洲
３―１―１

49,870,080 170216 一般

170411 支出負担行為担当官 北海道開発局札
幌開発建設部長 宮島 滋近 （札幌市
中央区北２条西19丁目）

1 洪水予測ｼｽﾃﾑ一式の借入れ及び保守 14 ネットワンシステムズ（株）　東京都
千代田区丸の内２―７―２

40,950,003 170217 一般

170411 支出負担行為担当官 北海道開発局札
幌開発建設部長 宮島 滋近 （札幌市
中央区北２条西19丁目）

1 札幌開発建設部管内 ｺﾋﾟｰ用紙購入(単
価契約) 一式

6 大丸サービス（株）　札幌市白石区菊
水３条１―８―20

13,496,220 170217 一般 d

170411 支出負担行為担当官 北海道開発局札
幌開発建設部長 宮島 滋近 （札幌市
中央区北２条西19丁目）

1 札幌開発建設部管内 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ購入
(単価契約) 一式

26 大丸（株）　札幌市中央区南１条西３
―２

25,804,440 170217 一般 d

170411 支出負担行為担当官 北海道開発局札
幌開発建設部長 宮島 滋近 （札幌市
中央区北２条西19丁目）

1 札幌開発建設部管内 一般事務用品購
入(単価契約) 一式

26 （株）エムケ中田商会　札幌市東区北
12条東１―２―３

21,561,120 170217 一般

170412 支出負担行為担当官 第五管区海上保
安本部長 竹田 聡 （兵庫県神戸市中
央区波止場町１―１）

28 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ(MTU16V396TB94型)整備2
式

77 サノヤス造船株式会社　修繕船営業部
大阪市西区南津守五丁目13番37号

15,930,000 170215 一般

170413 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 啓風丸海水採水用ｸﾚｰﾝ等の購入 1式 24 株式会社イーエムエス　兵庫県神戸市
中央区東川崎町１―３―３

163,944,000 170215 一般

170413 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 山本 健一 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 平成29年度ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ等購入(単価契
約)

26 トミヤ商事（株）　札幌市東区北20条
東１丁目４―15

36,704,307 170213 一般

170413 支出負担行為担当官 北陸地方整備局
長 中神 陽一 （新潟県新潟市中央区
美咲町１―１―１）

15 平成29年度新潟国道事務所外5箇所で
使用する電気契約 一式

26 丸紅新電力（株）　東京都中央区八重
洲１―２―16ＴＧビル本館２階

29,375,868 170201 一般 d

170413 支出負担行為担当官 北陸地方整備局
長 中神 陽一 （新潟県新潟市中央区
美咲町１―１―１）

15 平成29年度新潟美咲合同庁舎1号館外1
箇所で使用する電気契約 一式

26 （株）エネット　東京都港区芝公園二
丁目６番３号

48,431,309 170213 一般 b

170413 分任支出負担行為担当官 北陸地方整
備局 金沢河川国道事務所長 富山 英
範 （石川県金沢市 西念４丁目23番５
号）

17 金沢河川国道事務所外4箇所で使用す
る電気契約 一式

26 （株）エネット　東京都港区芝公園二
丁目６―３

21,166,472 170213 一般 b

170413 分任支出負担行為担当官 北陸地方整
備局 富山河川国道事務所長 福濱 方
哉 （富山県富山市 奥田新町２番１
号）

16 富山河川国道事務所外2箇所で使用す
る電気契約 1式

26 北陸電力（株）　富山県富山市牛島町
15番１号

22,620,254 170213 一般

170414 支出負担行為担当官 九州地方整備局
副局長 笹森 秀樹 （福岡市博多区博
多駅東２―10―７）

40 平成29年度A重油(4〜6月分) 2 商船三井テクノトレード（株）九州支
店　福岡県北九州市若松区本町２―17
―１

52,704 170222 一般

170414 支出負担行為担当官 第三管区海上保
安本部長 大根 潔 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ(16V20FX型)修理13台等 77 新潟原動機株式会社　東京都千代田区
外神田２―14―５

147,420,000 170217 一般 d
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170414 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 小谷野喜二 （仙台市青葉区本
町３―３―１）

4 むつ小川原港ｹｰｿﾝﾔｰﾄﾞ排水ﾎﾟﾝﾌﾟ修理 77 クボタ機工（株）東北営業所　仙台市
青葉区一番町四丁目６―１

73,440,000 170220 一般

170417 支出負担行為担当官 関東地方整備局
副局長 高田 昌行 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 東京国際空港A滑走路保安施設用地基
礎及び上部等工事 1式

41 大成・東洋・ＪＦＥ異工種建設工事共
同企業体　代表者　大成建設（株）東
京支店　東京都新宿区西新宿６―８―
１

8,441,280,000 170117 一般 総合評価

170417 支出負担行為担当官 四国地方整備局
次長 元野 一生 （高松市サンポート
３番33号）

37 東予港中央地区泊地(-7.5m)浚渫工事 41 五洋・りんかい日産・本間特定建設工
事共同企業体　代表者　五洋建設
（株）四国支店　松山市千舟町４―４
―３

1,054,620,000 170203 一般 a 総合評価

170417 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 小谷野喜二 （仙台市青葉区本
町３―３―１）

4 釜石港湾口地区湾口防波堤(災害復
旧)(南堤)築造工事

41 東洋・株木特定建設工事共同企業体
代表者　東洋建設（株）東北支店　仙
台市青葉区中央２―９―27

2,028,045,600 170307 一般 総合評価

170417 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 小谷野喜二 （仙台市青葉区本
町３―３―１）

4 釜石港湾口地区湾口防波堤(災害復
旧)(北堤)築造工事

41 東亜・不動テトラ・本間特定建設工事
共同企業体　代表者　東亜建設工業
（株）東北支店　仙台市青葉区中央二
丁目８―13

1,596,240,000 170307 一般 総合評価

170417 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 小谷野喜二 （仙台市青葉区本
町３―３―１）

4 久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事 41 五洋建設（株）東北支店　仙台市青葉
区二日町16―20

876,420,000 170209 一般 総合評価

170417 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 小谷野喜二 （仙台市青葉区本
町３―３―１）

4 久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事
(その2)

41 東洋・本間特定建設工事共同企業体
代表者　東洋建設（株）東北支店　仙
台市青葉区中央２―９―27

863,784,000 170209 一般 d 総合評価

170417 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 小谷野喜二 （仙台市青葉区本
町３―３―１）

4 久慈港湾口地区防波堤本体工事 41 東亜・宮城特定建設工事共同企業体
代表者　東亜建設工業（株）東北支店
仙台市青葉区中央二丁目８―13

1,005,588,000 170209 一般 総合評価

170417 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 小谷野喜二 （仙台市青葉区本
町３―３―１）

4 小名浜港東港地区岸壁(-18m)(耐震)上
部工事

41 東亜・不動テトラ特定建設工事共同企
業体　代表者　東亜建設工業（株）東
北支店　仙台市青葉区中央二丁目８―
13

1,575,504,000 170209 一般 総合評価

170417 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 小谷野喜二 （仙台市青葉区本
町３―３―１）

4 仙台塩釜港塩釜港区貞山地区岸壁(-
9m)基礎(改良)工事

41 若築建設（株）東北支店　仙台市青葉
区本町二丁目10―28

828,036,000 170209 一般 総合評価

170417 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 小谷野喜二 （仙台市青葉区本
町３―３―１）

4 相馬港本港地区防波堤(沖)(災害復旧)
上部及び消波工事

41 （株）不動テトラ東北支店　仙台市青
葉区国分町一丁目６―９

866,374,056 170307 一般 総合評価

170417 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 小谷野喜二 （仙台市青葉区本
町３―３―１）

4 八戸港外港地区防波堤(第二中央)築造
工事

41 五洋・本間特定建設工事共同企業体
代表者　五洋建設（株）東北支店　仙
台市青葉区二日町16―20

821,880,000 170209 一般 総合評価

170417 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 小谷野喜二 （仙台市青葉区本
町３―３―１）

4 八戸港八太郎･河原木地区航路泊地(埋
没)付帯施設築造工事

41 五洋建設（株）東北支店　仙台市青葉
区二日町16―20

855,360,000 170209 一般 総合評価

170418 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 BATTERY4個ほか21点買入(単価契約) 19 全日空商事（株）　東京都港区東新橋
１―５―２

37,358,734 170224 一般 a

170418 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 LANDING GEAR ASSY NOSE2個ほか19点
整備

77 三井物産エアロスペース（株）　東京
都港区芝公園２―４―１

149,904,000 170224 一般 a

170418 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 A重油購入(啓風丸分)1回目 100KL 2 鈴与商事株式会社　東京都港区芝公園
１―２―12

5,367,600 170224 一般

170418 支出負担行為担当官 九州地方整備局
長 小平田浩司 （福岡県福岡市博多区
博多駅東２丁目10番７号）

40 平成29年度事務用品購入単価契約(福
岡県)

26 （株）福助屋（福岡市博多区博多駅前
４―８―10）

10,889,542 総価 170217 一般

170418 支出負担行為担当官 北海道開発局札
幌開発建設部長 宮島 滋近 （札幌市
中央区北２条西19丁目）

1 札幌開発建設部管内 複合機54台借入
及び保守

14 大丸（株）　札幌市中央区南１条西３
―２

546,496,243 170224 一般

170419 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 ENGINE(PW123E型)2台整備 77 （株）ティー・エム・シー・インター
ナショナル　東京都渋谷区広尾２―１
―15

15,098,400 170224 一般 a

170419 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 SCISSORS ASSY4個ほか77点買入(単価
契約)

19 日本エアロスペース（株）　東京都港
区南青山１―１―１

75,384,000 170224 一般

170419 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
長 池田 豊人 （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）

27 小型除雪車4台交換購入 17 （株）日本除雪機製作所　大阪支社
大阪府大阪市淀川区西中島５丁目５番
15号新大阪セントラルタワー南館８階

45,186,760 170213 一般

170419 支出負担行為担当官 第三管区海上保
安本部長 大根 潔 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 主機関整備部品(16V652型)買入 10 株式会社池貝ディーゼル東京営業所
神奈川県横浜市鶴見区江崎町３―43

20,131,200 170217 一般

170419 支出負担行為担当官 中部地方整備局
副局長 守屋 正平 （名古屋市中区丸
の内二丁目１番36号）

23 名古屋港新土砂処分場漁業影響予測評
価業務

42 いであ・全国水産技術者協会設計共同
体　代表者　いであ（株）名古屋支店
名古屋市港区入船１―７―15

94,456,800 170117 随意 b
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170420 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 PROPELLER ASSY2個整備 77 （株）ティー・エム・シー・インター
ナショナル　東京都渋谷区広尾２―１
―15

8,208,000 170224 一般

170420 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 船舶通航信号装置8式ほか5点製造 16 長野日本無線（株）　長野県長野市稲
里町1163

216,000,000 170228 一般

170420 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
長 池田 豊人 （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）

27 対策本部車4台交換購入 17 第一実業（株）　東京都千代田区神田
駿河台四丁目６番地

165,847,360 170213 一般

170420 支出負担行為担当官 中部地方整備局
副局長 守屋 正平 （名古屋市中区丸
の内二丁目１番36号）

23 A重油5月分 予定数量 164KL 2 愛知県漁業協同組合連合会　名古屋市
中区丸の内３―４―31

55,404 170126 一般 a

170420 支出負担行為担当官 中部地方整備局
副局長 守屋 正平 （名古屋市中区丸
の内二丁目１番36号）

23 軽油5月分 予定数量 26KL 2 （株）石田石油店　名古屋市港区千鳥
２―９―33

91,800 170126 一般

170420 支出負担行為担当官 北海道開発局帯
広開発建設部長 河畑 俊明 （北海道
帯広市西４条南８丁目）

1 (901)複合機21式の借入及び保守(単価
契約)

14 十勝事務機販売（株）　北海道帯広市
西19条南１―４―20

38,926,915 170208 一般

170420 支出負担行為担当官 北海道開発局網
走開発建設部長 鈴木 亘 （北海道網
走市新町２丁目６番１号）

1 網走開発建設部 複合機27台借入及び
保守(単価契約)

14 （株）タカノ商事　北海道北見市常盤
町３丁目16番47号

108,958,348 170217 一般

170420 支出負担行為担当官 北海道開発局留
萌開発建設部長 山崎 真一 （北海道
留萌市寿町１丁目）

1 ﾓﾉｸﾛ複合機2台借入及び保守(単価契
約)

14 （株）浜田商事　北海道留萌市旭町２
丁目14番地

3,017,295 170215 一般 d

170421 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 PROP GEAR BOX2個整備 77 （株）ティー・エム・シー・インター
ナショナル　東京都渋谷区広尾２―１
―15

22,626,000 170224 一般 a

170421 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 大西 亘 （埼玉県さいたま市中央
区新都心２番地１）

11 H29ｺﾋﾟｰ用紙購入(1都8県)単価契約 6 富士ゼロックス（株）公共第三営業部
東京都港区六本木３―１―１

31,521,753 160227 一般

170421 支出負担行為担当官 関東地方整備局
副局長 高田 昌行 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 東京国際空港C誘導路他地盤改良工事
1式

41 若築・あおみ特定建設工事共同企業体
代表者　若築建設（株）東京支店　東
京都目黒区下目黒２―23―18

1,600,560,000 170124 一般 総合評価

170421 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 風車型風向風速計(FFｰ12A系)用品他の
購入 1式

24 株式会社日本エレクトリック・インス
ルメント　東京都目黒区自由が丘１―
22―３

26,185,809 170213 一般

170421 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 航空ﾀｰﾋﾞﾝ燃料油(1号)買入(函館航空
基地地下ﾀﾝｸ)予定数量240KL

2 出光アヴィエーション株式会社　東京
都千代田区丸の内３―１―１

16,666,560 170406 一般

170421 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 浮桟橋(30M型)1基製造 20 三井造船鉄構エンジニアリング株式会
社　福岡県福岡市博多区上呉服町10―
１

42,660,000 170301 一般

170424 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 FLIGHT GUIDANCE PANEL2個ほか7点整
備

19 （株）ティー・エム・シー・インター
ナショナル　東京都渋谷区広尾２―１
―15

46,440,000 170224 一般 a

170424 支出負担行為担当官 関東地方整備局
副局長 高田 昌行 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 ｺﾋﾟｰ用紙他購入 1式 14 株式会社井上企画　東京都町田市本町
田3275―12

24,992,145 170217 一般

170425 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 HP PUMP&METERING VALVE3個ほか1点整
備

19 日本エアロスペース（株）　東京都港
区南青山１―１―１

13,543,200 170224 一般 a

170425 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
長 池田 豊人 （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）

27 凍結防止剤散布車2台交換購入 17 範多機械（株）　大阪府大阪市西淀川
区竹島５丁目６番34号

55,807,312 170213 一般

170425 支出負担行為担当官 九州地方整備局
副局長 笹森 秀樹 （福岡市博多区博
多駅東２―10―７）

40 平成29年度福岡空港ｴﾌﾟﾛﾝ改良工事 41 世紀東急工業（株）九州支店　福岡市
博多区博多駅東１―12―８

709,560,000 170130 一般 総合評価

170425 支出負担行為担当官 第二管区海上保
安本部長 岩崎 茂 （宮城県塩釜市貞
山通三丁目４番１号）

4 高速ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ主機関(16V20FX)部品買入
(単価契約)

26 新潟原動機株式会社（東京都千代田区
外神田二丁目14番５号）

23,652,000 170306 一般

170426 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 EEC1個ほか1点整備 19 （株）ティー・エム・シー・インター
ナショナル　東京都渋谷区広尾２―１
―15

7,560,000 170224 一般

170426 支出負担行為担当官 関東地方整備局
副局長 高田 昌行 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 東京国際空港N地区ｴﾌﾟﾛﾝ舗装等工事 1
式

41 株式会社ＮＩＰＰＯ関東第一支店　東
京都新宿区西新宿３―７―１

2,318,760,000 170131 一般 総合評価

170426 支出負担行為担当官 北海道開発局函
館開発建設部長 菊池 一雄 （北海道
函館市大川町１番27号）

1 平成29〜33年度電子複合機9台借入及
び保守

14 （株）エスイーシー　北海道函館市末
広町22―１

11,919,726 170210 一般

170426 支出負担行為担当官 北陸地方整備局
長 中神 陽一 （新潟県新潟市中央区
美咲町１―１―１）

15 除雪ﾄﾗｯｸ(10t級6×6)7台交換購入 17 岩崎工業株式会社　福井県福井市文京
１―37―６

346,115,010 170303 一般
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170426 分任支出負担行為担当官 静岡国道事
務所長 隈蔵雄一郎 （静岡県静岡市葵
区南安倍２丁目８番１号）

22 丸子藁科ﾄﾝﾈﾙ電気室で使用する電気 26 丸紅新電力株式会社　東京都中央区八
重洲１―２―16　ＴＧビル本館２Ｆ

27,534,302 170221 一般

170427 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 INTERMEDIATE GEAR BOX1個ほか8点整
備

19 （株）ティー・エム・シー・インター
ナショナル　東京都渋谷区広尾２―１
―15

26,676,000 170224 一般

170427 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 大西 亘 （埼玉県さいたま市中央
区新都心２―１）

11 H28外郭放水路第3工区ﾄﾝﾈﾙ覆工工事 41 （株）フジタ首都圏土木支店　東京都
新宿区西新宿四丁目32番22号

1,463,832,000 161222 一般 総合評価

170427 支出負担行為担当官 中国地方整備局
長 丸山 隆英 （広島県広島市中区上
八丁堀６―30）

34 除雪ﾄﾗｯｸ(6×6)購入 2台 17 岩崎工業株式会社　福井県福井市文京
１―37―６

105,627,030 170221 一般

170427 支出負担行為担当官 中国地方整備局
長 丸山 隆英 （広島県広島市中区上
八丁堀６―30）

34 凍結防止剤散布車(乾式､4t級､4×4､ﾌﾟ
ﾗｳ付)購入 1台

17 宝物産株式会社　広島県広島市西区商
工センター５―３―２

35,411,330 170221 一般

170427 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 山本 健一 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 除雪ﾄﾗｯｸ(10t級､6×6､IG)3台 17 （株）協和機械製作所　札幌市西区発
寒15条12丁目３番25号

125,312,370 170227 一般

170427 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 山本 健一 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 除雪ﾄﾗｯｸ(10t級､6×6､IG､散布装置
付)8台

17 （株）協和機械製作所　札幌市西区発
寒15条12丁目３番25号

375,348,720 170227 一般

170427 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 山本 健一 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 除雪ﾄﾗｯｸ(10t級､6×6､IGM外)5台 17 ＵＤトラックス北海道（株）　札幌市
厚別区厚別中央２条２丁目１番１号

197,431,950 170227 一般

170427 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 山本 健一 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 除雪ﾄﾗｯｸ(10t級､6×6､IGS)14台 17 （株）協和機械製作所　札幌市西区発
寒15条12丁目３番25号

556,589,460 170227 一般

170427 分任支出負担行為担当官 中国地方整
備局中国技術事務所長 野村 正之
（広島県広島市安芸区船越南２―８―
１）

34 道路管理ﾃﾞｰﾀ作成･登録業務 42 （株）長大　東京都中央区日本橋蛎殻
町１―20―４

194,400,000 170123 指名 総合評価

170427 分任支出負担行為担当官 中部地方整
備局高山国道事務所長 野津 隆太
（岐阜県高山市上岡本町７丁目425番
地）

21 高山国道事務所庁舎外5箇所で使用す
る電気

26 丸紅新電力株式会社　東京都中央区八
重洲１―２―16

70,841,946 170224 一般

170428 支出負担行為担当官 海上保安大学校
長 平田 友一 （広島県呉市若葉町５
―１）

34 A重油(国外)予定数量200MT買入 2 伊藤忠エネクス（株）　東京都港区虎
ノ門２―10―１

14,339,000 170308 一般

170428 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 ﾚｰﾀﾞｰ局用被監視制御装置3台ほか3点
製造

16 長野日本無線（株）　長野県長野市稲
里町1163

17,496,000 170308 一般

170428 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 船舶動静監視ﾃﾚﾋﾞ装置4式ほか3点製造 16 池上通信機（株）　東京都大田区池上
五丁目６番16号

40,284,000 170308 一般

170428 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 大西 亘 （埼玉県さいたま市中央
区新都心２番地１）

11 ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶ(4×4､D)5台交換購入 17 日の丸ディーゼル（株）　群馬県前橋
市高井町１―35―32

18,393,880 170306 一般 総合評価

170428 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 大西 亘 （埼玉県さいたま市中央
区新都心２番地１）

11 ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶ(4×4､G)3台交換購入 17 日の丸ディーゼル（株）　群馬県前橋
市高井町１―35―32

12,164,067 170306 一般 総合評価

170428 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 大西 亘 （埼玉県さいたま市中央
区新都心２番地１）

11 散水車2台交換購入 17 英和（株）　東京都品川区西五反田１
―31―１

40,661,600 170306 一般 d

170428 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 大西 亘 （埼玉県さいたま市中央
区新都心２番地１）

11 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(3.7m級)1台交換購入 17 コマツ建機販売（株）　神奈川県川崎
市川崎区東扇島５

36,729,280 170306 一般

170428 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 大西 亘 （埼玉県さいたま市中央
区新都心２番地１）

11 小形除雪車2台交換購入 17 （株）日本除雪機製作所　東京支社
東京都台東区東上野１―９―７

32,291,780 170306 一般

170428 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 大西 亘 （埼玉県さいたま市中央
区新都心２番地１）

11 凍結防止剤散布車(湿潤式)1台購入 17 範多機械（株）東京営業所　東京都板
橋区三園１―50―15

39,653,949 170306 一般

170428 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 A重油購入(凌風丸分)1回目 130KL 2 昭和礦油株式会社　東京都大田区平和
島５―２―28

7,020,000 170224 一般

170428 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 空港気象ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰﾚｰﾀﾞｰ製作及び取付調
整(那覇空港)1式

24 日本無線株式会社関東支社　東京都中
野区中野４―10―１

507,060,000 170303 一般

170428 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 空港用気象実況画像取得装置の購入･
保守及び取付調整 1式

25 西菱電機株式会社東京支社　東京都港
区芝大門１―１―30

69,984,000 170307 一般

170428 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
副局長 田所 篤博 （神戸市中央区海
岸通29番地神戸地方合同庁舎）

28 大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設
護岸(2)地盤改良工事(第1工区)

41 五洋・あおみ特定建設工事共同企業体
代表者　五洋建設（株）大阪支店　大
阪市北区芝田二丁目７番18号

1,307,772,000 170208 一般 総合評価



落札日 所属部局
Entity

所在地
Location

調達件名・数量等
Procured　Products

コード
Code

落札者（契約者）
Contractor

落札（契約）
価格（円）

価格備考 公告日 契約
方式

随意
理由

落札方式 備考
Notes

国土交通省

(Ministry of Land, Infrastructure and Transport)

170428 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
副局長 田所 篤博 （神戸市中央区海
岸通29番地神戸地方合同庁舎）

28 大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設
護岸(2)地盤改良工事(第2工区)

41 東亜・大本特定建設工事共同企業体
代表者　東亜建設工業（株）大阪支店
大阪市西区靱本町一丁目４番18号

1,067,040,000 170208 一般 総合評価

170428 支出負担行為担当官 第二管区海上保
安本部長 岩崎 茂 （宮城県塩釜市貞
山通三丁目４番１号）

4 (青森)A重油買入(単価契約) 2 北日本石油株式会社青森販売支店（青
森県青森市勝田二丁目２番18号）

47,919,600 170405 一般

170428 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 除雪ﾄﾗｯｸ(10t 6×6)10台購入 17 岩崎工業（株）　福井県福井市文京１
―37―６

371,323,556 170301 一般

170428 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 除雪ﾄﾗｯｸ(散布装置付)9台購入 17 岩崎工業（株）　福井県福井市文京１
―37―６

418,067,469 170301 一般

170428 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 凍結抑制剤散布車4台交換購入 17 （株）日本除雪機製作所東北営業所
宮城県仙台市若林区新寺１―２―26

83,815,723 170301 一般

170428 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 排水管清掃車(水ｼﾞｪｯﾄ式)1台交換購入 17 兼松エンジニアリング（株）　高知県
高知市布師田3981―７

16,352,010 170301 一般

170428 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 標識車(衝撃緩衝装置付)2台交換購入 17 英和（株）仙台営業所　宮城県仙台市
青葉区上杉１―５―15

43,137,371 170301 一般

170428 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式)1台交換購入 17 英和（株）仙台営業所　宮城県仙台市
青葉区上杉１―５―15

28,169,195 170301 一般

170428 支出負担行為担当官 北海道開発局留
萌開発建設部長 山崎 真一 （北海道
留萌市寿町１丁目）

1 留萌開発建設部管内 樋門樋管点検整
備 一式

77 （株）檜山鐵工所　北海道旭川市２条
通15丁目左10号

12,420,000 170222 一般

170508 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 海況監視衛星受信･解析装置1式借入保
守

24 日本舶用エレクトロニクス（株）　神
奈川県横浜市神奈川区神奈川２丁目40
番地７

29,160,000 170309 一般

170508 支出負担行為担当官 中国地方整備局
副局長 川嶋 直樹 （広島市中区東白
島町14―15）

34 宇部港本港地区航路･泊地(-13m)浚渫
工事(その2)

41 若築・あおみ特定建設工事共同企業体
代表者　若築建設（株）中国支店　広
島市中区紙屋町１丁目３番２号

720,360,000 170209 一般 総合評価

170509 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 大西 亘 （埼玉県さいたま市中央
区新都心２番地１）

11 H29ﾌｧｲﾙ外103点購入(埼玉県)単価契約 6 （株）広野　さいたま市桜区南元宿２
―15―５

11,363,177 170309 一般

170509 支出負担行為担当官 気象衛星セン
ター所長 三登 愼一 （東京都清瀬市
中清戸３―235）

13 極軌道気象衛星受信装置の製作及び取
付調整 一式

14 株式会社理経　東京都新宿区西新宿１
―26―２

88,560,000 170303 一般

170509 支出負担行為担当官 国土交通省水管
理・国土保全局長 山田 邦博 （東京
都千代田区霞が関２―１―３）

13 平成29年度河川に係る活動に関する広
報企画業務 一式

73 公益社団法人日本河川協会　東京都千
代田区麹町２―６―５麹町Ｅ．Ｃ．Ｋ
ビル３階

24,840,000 170411 随意 b

170509 支出負担行為担当官 第二管区海上保
安本部長 岩崎 茂 （宮城県塩釜市貞
山通三丁目４番１号）

4 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ192個ほか158点買入(単価
契約)

26 松本事務機株式会社（宮城県仙台市宮
城野区幸町二丁目11番23号）

24,989,634 170317 一般

170510 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 Oﾘﾝｸﾞ12個ほか98点買入 13 三井造船（株）　東京都中央区築地５
―６―４

19,396,800 170317 一般

170510 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 交換部品ｷｯﾄ(80S320HｰA)2式ほか1点買
入

13 新東亜交易（株）　東京都千代田区丸
の内一丁目６番１号

69,552,000 170317 一般

170510 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 交換部品ｷｯﾄ(MWJ5000B×3ｰJ3)1式ほか
4点買入

13 サマユー（株）　山口県下関市長府扇
町４番31号

112,927,824 170317 一般

170510 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 深海用自律型潜水調査装置潜水調査部
1台ほか13点買入

24 深田サルベージ（株）　大阪府大阪市
港区築港４丁目１番１号

466,560,000 170321 一般

170510 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 東海環状高富IC東本線橋
鋼上部工事

41 日本車輌製造株式会社（名古屋市熱田
区三本松町１番１号）

1,718,604,000 落札価格
(税込)

170120 一般 d 総合評価

170510 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 東海環状池尻第1高架橋鋼
上部工事

41 日本ファブテック株式会社名古屋営業
所（名古屋市中区栄４丁目６番15号）

1,674,864,000 落札価格
(税込)

170120 一般 d 総合評価

170510 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 東海環状南大社1高架橋鋼
上部工事

41 株式会社横河ブリッジ名古屋営業所
（名古屋市中村区名駅二丁目45番７
号）

1,995,300,000 落札価格
(税込)

170120 一般 d 総合評価

170510 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 東海環状福田第3高架橋内
回り鋼上部工事

41 高田機工株式会社名古屋営業所（名古
屋市中区栄四丁目１番１号）

770,040,000 落札価格
(税込)

170120 一般 d 総合評価

170510 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 成瀬ﾀﾞﾑﾄｸﾗ地区整備工事 41 （株）竹中土木　東京都江東区新砂１
―１―１

1,108,728,000 170206 一般 総合評価
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170510 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 成瀬ﾀﾞﾑ赤滝地区工事用道路工事 41 青木あすなろ建設（株）　東京都港区
芝４―８―２

1,156,680,000 170206 一般 総合評価

170510 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 成瀬ﾀﾞﾑ白岩小沢地区整備工事 41 （株）大林組　東京都港区港南２―15
―２

1,144,908,000 170206 一般 d 総合評価

170510 支出負担行為担当官 北海道開発局帯
広開発建設部長 河畑 俊明 （北海道
帯広市西４条南８丁目）

1 十勝ﾀﾞﾑ管理支所外で使用する電気(高
圧) 一式

26 （株）オカモト　北海道帯広市東４条
南10―２

20,307,570 170317 一般

170511 支出負担行為担当官 国土交通省大臣
官房会計課長 榊 真一 （東京都千代
田区霞が関２―１―３）

13 普通乗用自動車の交換 5台 17 東京トヨペツト株式会社　東京都港区
芝浦４―８―３

24,192,189 170317 一般

170511 支出負担行為担当官 第十一管区海上
保安本部長 宮崎 一巳 （沖縄県那覇
市港町２丁目11番地１号）

47 ﾌｨﾙﾀ(ﾈﾝﾘｮｳ8ﾐｸﾛﾝ)516個ほか63点買入
(単価契約)

26 ヤンマー沖縄株式会社　沖縄県宜野湾
市大山７―11―12

22,999,999 170316 一般

170511 支出負担行為担当官 第十一管区海上
保安本部長 宮崎 一巳 （沖縄県那覇
市港町２丁目11番地１号）

47 潤滑油こしｴﾚﾒﾝﾄ(65型)1,057個ほか14
点買入(単価契約)

26 琉球内燃機株式会社　沖縄県那覇市西
１―１―16

55,415,890 170316 一般

170511 支出負担行為担当官 中国地方整備局
長 川崎 茂信 （広島県広島市中区上
八丁堀６―30）

34 静間仁摩道路宅野ﾄﾝﾈﾙ工事 41 大成建設株式会社　東京都新宿区西新
宿一丁目25番１号

3,798,970,000 161215 一般 d 総合評価

170511 支出負担行為担当官 中国地方整備局
副局長 川嶋 直樹 （広島市中区東白
島町14―15）

34 複合機等賃貸借及び保守 14 キャノンシステムアンドサポート
（株）広島営業部　広島市南区段原南
１丁目３番53号

31,210,920 170316 一般

170511 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 東海環状高柳2高架橋PC上
部工事

41 三井住友建設株式会社中部支店（名古
屋市中区栄四丁目３番26号）

1,134,200,880 落札価格
(税込)

170120 一般 総合評価

170511 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 東海環状大泉1高架橋鋼上
部工事

41 株式会社駒井ハルテック名古屋営業所
（名古屋市中区錦二丁目20番８号）

1,041,660,000 落札価格
(税込)

170124 一般 総合評価

170511 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 東海環状東深瀬2号高架橋
鋼上部工事

41 エム・エムブリッジ株式会社中部営業
所（名古屋市中区錦二丁目18番５号）

1,193,184,000 落札価格
(税込)

170124 一般 総合評価

170511 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 東海環状南大社3高架橋鋼
上部工事

41 日本橋梁株式会社名古屋営業所（名古
屋市中区二丁目３番６号）

902,016,000 落札価格
(税込)

170124 一般 総合評価

170511 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 東海環状北金井2高架橋鋼
上部工事

41 川田工業株式会社名古屋営業所（名古
屋市中区栄二丁目４番１号）

893,851,200 落札価格
(税込)

170124 一般 c 総合評価

170511 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 山本 健一 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 除雪ﾄﾞｰｻﾞ(11t級)4台 17 北海道川崎建機（株）　北海道北広島
市大曲中央１丁目２番地２

48,556,800 170306 一般

170511 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 山本 健一 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 除雪ﾄﾗｯｸ(10t級､4×4､IG)2台 17 ＵＤトラックス北海道（株）　札幌市
厚別区厚別中央２条２丁目１番１号

70,332,140 170306 一般

170511 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 山本 健一 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 小形除雪車(1.5m級､兼用式)4台 17 （株）日本除雪機製作所　札幌市手稲
区曙５条５丁目１番10号

140,680,800 170306 一般

170511 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 山本 健一 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 凍結防止剤散布車(湿式､4.0立方m級)2
台

17 （株）日本除雪機製作所　札幌市手稲
区曙５条５丁目１番10号

81,864,100 170306 一般

170512 支出負担行為担当官 関東地方整備局
副局長 高田 昌行 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 東京国際空港国際線地区P誘導路他舗
装等工事 1式

41 （株）ＮＩＰＰＯ関東第一支店　東京
都新宿区西新宿３―７―１

1,458,000,000 170207 一般 総合評価

170512 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 潮流測定装置製造 12 沖電気工業株式会社　福岡県福岡市中
央区天神２―13―７

140,400,000 170323 一般

170512 支出負担行為担当官 中国地方整備局
長 丸山 隆英 （広島県広島市中区上
八丁堀６―30）

34 ﾌﾟﾛｰﾌﾞ転送装置外 1式 14 株式会社ソルコム　広島県広島市中区
南千田東町２―32

39,960,000 170309 一般

170512 支出負担行為担当官 中部地方整備局
副局長 守屋 正平 （名古屋市中区丸
の内二丁目１番36号）

23 名古屋港浚渫兼油回収船｢清龍丸｣中間
検査修理

77 三菱重工業（株）　東京都港区港南２
―16―５

694,132,601 170321 一般

170512 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 小谷野喜二 （仙台市青葉区本
町３―３―１）

4 仙台塩釜港石巻港区ｹｰｿﾝ進水装置修理 77 （株）ＩＨＩインフラ建設東北支店
宮城県仙台市青葉区本町一丁目１番１
号

84,240,000 170307 一般

170515 支出負担行為担当官 東京航空局長 山
口 勝弘 （東京都千代田区九段南１―
１―15）

13 東京航空交通管制部無停電電源装置1
式(製造･設置･調整)

16 富士電機（株）　東京都品川区大崎一
丁目11番２号

115,560,000 170220 一般

170516 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 鉄鎖(38mm)1,425ﾒｰﾄﾙほか23点買入 9 セナーアンドバーンズ（株）　東京都
大田区羽田空港１丁目６番６号

141,681,960 170324 一般 b
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170516 支出負担行為担当官 四国地方整備局
長 名波 義昭 （香川県高松市サン
ポート３―33）

37 平成29ｰ30年度鹿野川ﾀﾞﾑﾄﾝﾈﾙ洪水吐新
設(その3)工事

41 清水建設（株）四国支店　香川県高松
市寿町２―４―５

2,937,600,000 170130 一般 総合評価

170516 支出負担行為担当官 北海道開発局釧
路開発建設部長 梅沢 信敏 （北海道
釧路市幸町10丁目３番地）

1 複合機9式借入及び保守 14 富士ゼロックス北海道（株）　札幌市
中央区大通西６丁目１番地

17,518,809 170303 一般

170517 支出負担行為担当官 第四管区海上保
安本部長 德永 重典 （愛知県名古屋
市港区入船２―３―12）

23 A重油の買入(名古屋港､平成29年度分)
予定数量3,400,000L

2 三重石商事（株）　三重県四日市市白
須賀３―６―８

50.63 ／L 170427 一般

170517 支出負担行為担当官 中国地方整備局
長 丸山 隆英 （広島県広島市中区上
八丁堀６―30）

34 路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式)交換購入 1台 17 英和株式会社　大阪府大阪市西区北堀
江４―１―７

31,401,210 170301 一般

170518 支出負担行為担当官 関東運輸局長 持
永 秀毅 （横浜市中区北仲通５―57）

14 関東運輸局管内で使用する電気 一式 26 株式会社エネット　東京都港区芝公園
２―６―３

65,208,187 170321 一般

170518 支出負担行為担当官 中国地方整備局
長 丸山 隆英 （広島県広島市中区上
八丁堀６―30）

34 照明車(2kW×6灯､10m級､ｶﾒﾗ付)交換購
入 1台

17 英和株式会社　大阪府大阪市西区北堀
江４―１―７

33,920,170 170301 一般

170518 支出負担行為担当官 中国地方整備局
長 丸山 隆英 （広島県広島市中区上
八丁堀６―30）

34 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車(30立方m/min､揚程20m)交
換購入 1台

17 クボタ機工株式会社　大阪府枚方市中
宮大池１―１―１

69,816,000 170301 一般

170518 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 23号中ﾉ川橋鋼上部工事 41 日本ファブテック株式会社名古屋営業
所（名古屋市中区栄４丁目６番15号）

1,047,168,000 落札価格
(税込)

170131 一般 総合評価

170518 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 東海環状宇賀川橋鋼上部
工事

41 株式会社巴コーポレーション名古屋支
店（名古屋市東区一社三丁目96番）

695,736,000 落札価格
(税込)

170131 一般 総合評価

170518 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 東海環状西座倉第2高架橋
鋼上部工事

41 日本車輌製造株式会社（名古屋市熱田
区三本松町１番１号）

733,104,000 落札価格
(税込)

170131 一般 総合評価

170518 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 東海環状福田第3高架橋外
回り鋼上部工事

41 株式会社ＩＨＩインフラシステム中部
営業所（名古屋市中村区名駅南一丁目
24番20号）

749,952,000 落札価格
(税込)

170131 一般 総合評価

170518 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 山本 健一 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 ﾓﾉｸﾛﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ72式外の借入及び保守 14 （株）ＨＢＡ　札幌市中央区北４条西
７丁目１―８

53,602,560 170324 一般

170518 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 山本 健一 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 ﾛｰﾀﾘ除雪車(2.2m級)3台 17 （株）日本除雪機製作所　札幌市手稲
区曙５条５丁目１番10号

125,533,800 170313 一般

170518 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 山本 健一 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 ﾛｰﾀﾘ除雪車(2.6m級､220kW級)3台 17 （株）日本除雪機製作所　札幌市手稲
区曙５条５丁目１番10号

125,220,600 170313 一般

170518 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 山本 健一 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 除雪ﾄﾞｰｻﾞ(14t級)1台 17 北海道川崎建機（株）　北海道北広島
市大曲中央１丁目２番地２

24,062,400 170313 一般

170519 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 大西 亘 （埼玉県さいたま市中央
区新都心２―１）

11 舞浜立体海側上部工事 41 （株）横河ブリッジ　千葉県船橋市山
野町27番地

2,265,840,000 170201 一般 総合評価

170519 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 大西 亘 （埼玉県さいたま市中央
区新都心２―１）

11 舞浜立体山側上部工事 41 ＪＦＥエンジニアリング（株）　東京
都千代田区丸の内一丁目８番１号

2,321,568,000 170201 一般 総合評価

170519 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 大西 亘 （埼玉県さいたま市中央
区新都心２番地１）

11 草刈機(大型遠隔操縦式)4台購入 17 （株）関東甲信クボタ　埼玉県さいた
ま市桜区西堀５―２―36

59,832,000 170321 一般

170519 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 大西 亘 （埼玉県さいたま市中央
区新都心２番地１）

11 側溝清掃車1台交換購入 17 （株）加藤製作所　東京都品川区東大
井１―９―37

17,101,921 170321 一般

170519 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 大西 亘 （埼玉県さいたま市中央
区新都心２番地１）

11 標識車1台交換購入 17 森尾電機（株）　東京都葛飾区立石４
―34―１

17,648,120 170321 一般

170519 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 大西 亘 （埼玉県さいたま市中央
区新都心２番地１）

11 路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式)1台交換購入 17 英和（株）東京本社営業部　東京都品
川区西五反田１―31―１

30,215,360 170321 一般

170519 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 山本 健一 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 道路情報表示制御装置製造及び据付調
整

14 名古屋電機工業（株）　名古屋市中川
区横堀町１丁目36番地

143,100,000 170220 一般

170522 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
二丁目５番１号）

23 凍結防止剤散布車交換購入 17 範多機械（株）中部営業所　愛知県一
宮市丹陽町九日市場字宮浦1340番

24,108,910 170313 一般

170522 支出負担行為担当官 中部地方整備局
副局長 守屋 正平 （名古屋市中区丸
の内二丁目１番36号）

23 A重油6月分 予定数量 180KL 2 愛知県漁業協同組合連合会　名古屋市
中区丸の内３―４―31

54,972 170126 一般

170522 支出負担行為担当官 中部地方整備局
副局長 守屋 正平 （名古屋市中区丸
の内二丁目１番36号）

23 軽油6月分 予定数量 29KL 2 伊勢湾石油（株）　名古屋市港区港楽
１―２―３

92,340 170126 一般
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170524 支出負担行為担当官 四国地方整備局
次長 元野 一生 （高松市サンポート
３番33号）

37 備讃瀬戸北航路(-19m)浚渫工事 41 東洋・りんかい日産特定建設工事共同
企業体　代表者　東洋建設（株）四国
支店　高松市昭和町１―３―５

778,680,000 170316 一般 総合評価

170525 支出負担行為担当官 九州地方整備局
長 小平田浩司 （福岡市博多区博多駅
東２―10―７）

40 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車2台交換購入 17 （株）荏原製作所　九州支社（福岡市
博多区美野島１―２―８）

112,304,985 170323 一般

170525 支出負担行為担当官 九州地方整備局
長 小平田浩司 （福岡市博多区博多駅
東２―10―７）

40 路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式･降灰対策型)1台交
換購入

17 英和（株）福岡営業所（福岡市博多区
博多駅南１―３―１）

32,844,090 170323 一般

170525 支出負担行為担当官 九州地方整備局
副局長 笹森 秀樹 （福岡市博多区博
多駅東２―10―７）

40 平成29年度博多港(中央ふ頭地区)岸壁
改良工事

41 五洋・りんかい日産特定建設工事共同
企業体　代表者　五洋建設（株）九州
支店　福岡市博多区博多駅東２―７―
27

1,479,600,000 170220 一般 総合評価

170525 支出負担行為担当官 中国地方整備局
副局長 川嶋 直樹 （広島市中区東白
島町14―15）

34 徳山下松港徳山地区泊地(-14m)等浚渫
工事

41 みらい建設工業（株）中国支店　広島
市中区中町９番12号

708,588,000 170216 一般 総合評価

170525 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 山本 健一 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 ﾛｰﾀﾘ除雪車(2.2m級､路面清掃装置付
き)1台

17 （株）日本除雪機製作所　札幌市手稲
区曙５条５丁目１番10号

57,466,800 170321 一般

170525 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 山本 健一 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(4.0m級)2台 17 日本キャタピラー（同）　東京都中野
区本町１丁目32番２号

46,504,800 170321 一般

170525 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 山本 健一 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(4.3m級)1台 17 日本キャタピラー（同）　東京都中野
区本町１丁目32番２号

25,423,200 170321 一般

170525 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 山本 健一 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置支援ﾕﾆｯﾄ購入 2台 26 環境開発工業（株）　札幌市東区東雁
来３条１丁目２番10号

40,500,000 170321 一般

170526 支出負担行為担当官 海上保安大学校
長 平田 友一 （広島県呉市若葉町５
―１）

34 A重油(国外)予定数量290MT買入 2 住友商事（株）　東京都中央区晴海１
―８―11

19,554,700 170308 一般

170526 支出負担行為担当官 九州地方整備局
長 小平田浩司 （福岡市博多区博多駅
東２―10―７）

40 対策本部車(拡幅型)1台交換購入 17 英和（株）福岡営業所（福岡市博多区
博多駅南１―３―１）

54,244,500 170323 一般

170526 支出負担行為担当官 九州地方整備局
長 小平田浩司 （福岡市博多区博多駅
東２―10―７）

40 待機支援車(ﾊﾞｽ型)1台交換購入 17 （株）イズミ車体製作所（熊本県菊池
郡大津町大字岩坂3258―４）

23,246,998 170323 一般

170526 支出負担行為担当官 第五管区海上保
安本部長 竹田 聡 （兵庫県神戸市中
央区波止場町１―１）

28 A重油購入(単価契約)阪神港(29年6月
〜30年3月)

2 株式会社林兼石油株式会社大阪支店
大阪府大阪市住之江区南加賀屋３―５
―９

107,524,800 170405 一般

170526 支出負担行為担当官 第五管区海上保
安本部長 竹田 聡 （兵庫県神戸市中
央区波止場町１―１）

28 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ(MTU16V595TE90型)整備3
式

77 サノヤス造船株式会社修繕船営業部
大阪市西成区南津守五丁目13番37号

31,104,000 170405 一般

170526 支出負担行為担当官 第五管区海上保
安本部長 竹田 聡 （兵庫県神戸市中
央区波止場町１―１）

28 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ等購入(単価契約)共同調達 26 株式会社藤光商会　兵庫県神戸市兵庫
区湊町３―２―２

21,659,832 170405 一般

170526 支出負担行為担当官 第五管区海上保
安本部長 竹田 聡 （兵庫県神戸市中
央区波止場町１―１）

28 軽油(免税)購入(単価契約)阪神港神戸
区(29年6月〜3月)

2 竹鶴石油株式会社　神戸市兵庫区今出
在家町１―２―４

17,681,868 170405 一般

170526 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 小谷野喜二 （仙台市青葉区本
町３―３―１）

4 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤
(南)基礎(改良)工事

41 東洋建設（株）東北支店　仙台市青葉
区中央二丁目９番27号

1,015,891,200 170317 一般 総合評価

170529 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 A重油購入(啓風丸分)2回目 160KL 2 昭和礦油株式会社　東京都大田区平和
島５―２―28

8,553,600 170224 一般

170529 支出負担行為担当官 国土交通省航空
局長 佐藤 善信 （東京都千代田区霞
が関２―１―３）

13 EGPWS(強化型対地接近警報装置)検証
機器1式の購入

19 新東亜交易（株）　東京都千代田区丸
の内１―６―１

90,142,372 170313 随意 a

170529 支出負担行為担当官 北海道開発局札
幌開発建設部長 宮島 滋近 （札幌市
中央区北２条西19丁目）

1 新千歳空港 A滑走路舗装老朽化対策工
事

41 （株）ＮＩＰＰＯ北海道支店　札幌市
豊平区中の島１条２丁目２番15号

881,064,000 170301 一般 総合評価

170530 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 A重油買入(6月〜9月)予定数量1,180ｷﾛ
ﾘｯﾄﾙ

2 （株）野田商会　東京都港区赤坂３―
７―15

64,357,200 170517 一般

170530 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 GNSS観測装置の製作及び取付調整 1式 24 測位衛星技術株式会社　東京都新宿区
新宿６―12―５

18,759,600 170407 一般

170530 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 火山観測装置の製作及び取付調整 1式 24 応用地質株式会社　茨城県つくば市御
幸が丘43番地

104,220,000 170407 一般

170530 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 地磁気観測装置の製作及び取付調整 1
式

24 有限会社テラテクニカ　東京都武蔵村
山市榎３―25―１

38,340,000 170407 一般
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170530 支出負担行為担当官 第十管区海上保
安本部長 星 澄男 （鹿児島市東郡元
町４―１）

46 工事材料品(12PC2ｰ5V型等)買入(単価
契約)予定数量仕様書のとおり

26 株式会社菊川鉄工　鹿児島県鹿児島市
宇宿二丁目５番13号

25,520,400 170403 一般

170530 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
二丁目５番１号）

23 平成29年度 中部地整管内道路に関す
る新聞広報業務

73 株式会社中日アド企画　愛知県名古屋
市中区三の丸一丁目６番１号

28,998,000 170328 一般

170530 支出負担行為担当官 北陸地方整備局
長 中神 陽一 （新潟県新潟市中央区
美咲町１丁目１番１号）

15 ﾛｰﾀﾘ除雪車(2.2m級)7台交換購入 17 株式会社日本除雪機製作所北陸営業所
新潟県新潟市中央区笹口２―10―１Ｗ
ＩＮ21　３Ｆ

303,091,120 170406 一般

170530 支出負担行為担当官 北陸地方整備局
長 中神 陽一 （新潟県新潟市中央区
美咲町１丁目１番１号）

15 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(4.3m級)3台交換購入 17 コマツ建機販売株式会社　神奈川県川
崎市川崎区東扇島５番地

101,369,920 170406 一般

170530 支出負担行為担当官 北陸地方整備局
長 中神 陽一 （新潟県新潟市中央区
美咲町１丁目１番１号）

15 除雪ﾄﾞｰｻﾞ(11t級)3台交換購入 17 コマツ建機販売株式会社　神奈川県川
崎市川崎区東扇島５番地

45,940,160 170406 一般

170530 支出負担行為担当官 北陸地方整備局
長 中神 陽一 （新潟県新潟市中央区
美咲町１丁目１番１号）

15 除雪ﾄﾞｰｻﾞ(14t級)1台交換購入 17 コマツ建機販売株式会社　神奈川県川
崎市川崎区東扇島５番地

17,453,640 170406 一般

170530 支出負担行為担当官 北陸地方整備局
長 中神 陽一 （新潟県新潟市中央区
美咲町１丁目１番１号）

15 小形除雪車(1.3m級)3台交換購入 17 株式会社日本除雪機製作所北陸営業所
新潟県新潟市中央区笹口２―10―１Ｗ
ＩＮ21　３Ｆ

60,582,330 170406 一般

170531 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 気象業務の情報基盤最適化に関する調
査 1式

72 株式会社三菱総合研究所　東京都千代
田区永田町２―10―３

49,680,000 170410 一般

170531 支出負担行為担当官 第八管区海上保
安本部長 榎本 猶一 （京都府舞鶴市
字下福井901番地）

26 航空ﾀｰﾋﾞﾝ燃料油(1号)(美保航空基地
地下ﾀﾝｸ)予定数量345KL

2 永瀬石油（株）　鳥取県米子市尾高町
47番地

56,916 ／KL 170508 一般

170531 支出負担行為担当官 北陸地方整備局
長 中神 陽一 （新潟県新潟市中央区
美咲町１丁目１番１号）

15 小形除雪車(1.5m級)1台交換購入 17 新潟トランシス株式会社新潟営業所
新潟県北蒲原郡聖籠町東港５―2756―
３

25,585,090 170406 一般

170531 支出負担行為担当官 北陸地方整備局
長 中神 陽一 （新潟県新潟市中央区
美咲町１丁目１番１号）

15 照明車(LED1.3kW×6灯､10m級)5台交換
購入

17 英和株式会社新潟営業所　新潟県新潟
市中央区南笹口１―１―54日生南笹口
ビル

155,771,900 170406 一般

170531 支出負担行為担当官 北陸地方整備局
長 中神 陽一 （新潟県新潟市中央区
美咲町１丁目１番１号）

15 草刈機(大型遠隔操縦式)2台交換購入 17 株式会社新潟クボタ　新潟県新潟市中
央区鳥屋野331番地

29,484,000 170406 一般

170531 支出負担行為担当官 北陸地方整備局
長 中神 陽一 （新潟県新潟市中央区
美咲町１丁目１番１号）

15 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車(30立方m/min)2台交換購
入

17 クボタ機工株式会社東京支店　東京都
中央区日本橋本石町３―３―10

69,853,320 170406 一般

170531 支出負担行為担当官 北陸地方整備局
長 中神 陽一 （新潟県新潟市中央区
美咲町１丁目１番１号）

15 標識車(LED表示型)3台交換購入 17 英和株式会社新潟営業所　新潟県新潟
市中央区南笹口１―１―54日生南笹口
ビル

51,983,170 170406 一般

170601 支出負担行為担当官 大阪航空局長 干
山 善幸 （大阪府大阪市中央区大手前
４―１―76）

27 那覇空港ﾏﾙﾁﾗﾃﾚｰｼｮﾝ装置一式製造(製
造･設計･設置･調整)

15 三菱電機株式会社関西支社　大阪市北
区大深町４―20

66,960,000 170414 一般

170601 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 1号伊勢大橋長良川下部工
事

41 五洋建設株式会社名古屋支店（名古屋
市中区錦一丁目２番７号）

2,214,000,000 落札価格
(税込)

170214 一般 総合評価

170601 支出負担行為担当官 北海道開発局釧
路開発建設部長 梅沢 信敏 （北海道
釧路市幸町10丁目３番地）

1 道路ﾃﾚﾒｰﾀ装置製造及び据付調整 一式 14 山本電子工業（株）　北海道網走市駒
場南７丁目５番11号

62,100,000 170407 一般 d

170602 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(4×4)4台交換購入 17 宮城日産自動車（株）　宮城県仙台市
宮城野区扇町２―２―５

16,000,000 170403 一般

170602 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 ﾛｰﾀﾘ除雪車(2.2m級)2台購入 17 新潟トランシス（株）東北営業所　宮
城県仙台市青葉区柏木１―２―45

80,219,797 170403 一般

170602 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(4.0m級)2台交換購入 17 日本キャタピラー（同）　東京都中野
区本町１―32―２

42,980,000 170403 一般

170602 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 除雪ﾄﾞｰｻﾞ(11t級)2台購入 17 日本キャタピラー（同）　東京都中野
区本町１―32―２

43,000,000 170403 一般

170602 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 小形除雪車(1.0m級)1台購入 17 （株）日本除雪機製作所東北営業所
宮城県仙台市若林区新寺１―２―26

7,909,899 170403 一般

170602 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 草刈機(大型遠隔操縦式)3台交換購入 17 （株）五十嵐商会　宮城県仙台市若林
区卸町５―１―４

37,160,000 170403 一般

170602 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 中和処理材購入単価契約 2 カイハツ産業（株）　宮城県仙台市青
葉区一番町４―25

99,990,550 170403 一般
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170602 支出負担行為担当官 北海道開発局旭
川開発建設部長 樺澤 孝人 （北海道
旭川市宮前１条３丁目３番15号）

1 天塩川ｻﾝﾙﾀﾞﾑ建設事業の内堤体建設第
2期工事

41 天塩川サンルダム建設事業の内堤体建
設工事大成・熊谷・岩倉特定建設工事
共同企業体　代表者　大成建設（株）
札幌支店　札幌市中央区南１条西１丁
目４番地

2,758,320,000 170609 随意 b

170605 支出負担行為担当官 第十一管区海上
保安本部長 宮崎 一巳 （沖縄県那覇
市港町２丁目11番地１号）

47 減速逆転機M5整備部品3式買入 26 株式会社日立ニコトランスミッション
埼玉県さいたま市北区吉野町１―405
―３

22,680,000 170413 一般

170606 支出負担行為担当官 北海道開発局札
幌開発建設部長 宮島 滋近 （札幌市
中央区北２条西19丁目）

1 豊平峡ﾀﾞﾑ外ﾃﾚﾒｰﾀ装置製造及び据付調
整(豊平川ﾀﾞﾑ統合管理事務所)一式

14 山本電子工業（株）　北海道網走市駒
場南７―５―11

28,620,000 170407 一般

170607 支出負担行為担当官 四国地方整備局
長 平井 秀輝 （香川県高松市サン
ポート３―33）

37 散水車交換購入 1台 17 英和（株）新居浜営業所　愛媛県新居
浜市坂井町２―２―27

17,055,590 170407 一般

170607 支出負担行為担当官 四国地方整備局
長 平井 秀輝 （香川県高松市サン
ポート３―33）

37 対策本部車交換購入 1台 17 英和（株）新居浜営業所　愛媛県新居
浜市坂井町２―２―27

51,379,100 170407 一般

170607 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ交換購入 17 日本キャタピラー（合）三島営業所
静岡県三島市松本171番地の１

28,080,000 170405 一般

170607 支出負担行為担当官 東京航空局長 山
口 勝弘 （東京都千代田区九段南１―
１―15）

13 空港用高速ｽｲｰﾊﾟ除雪車(自走式)1台の
製造

17 （株）加藤製作所　東京都品川区一丁
目９―37

56,093,621 170407 一般

170607 支出負担行為担当官 東京航空局長 山
口 勝弘 （東京都千代田区九段南１―
１―15）

13 空港用高速ﾛｰﾀﾘ除雪車2台の製造 17 （株）日本除雪機製作所　北海道札幌
市手稲区曙五条５丁目１番10号

107,373,840 170407 一般

170607 支出負担行為担当官 北海道開発局旭
川開発建設部長 樺澤 孝人 （北海道
旭川市宮前１条３丁目３番15号）

1 ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(4×4､D)1台(交換契約) 17 北海道マツダ販売（株）　札幌市中央
区北２条東１丁目１番地

4,300,370 170414 一般 d

170607 支出負担行為担当官 北海道開発局旭
川開発建設部長 樺澤 孝人 （北海道
旭川市宮前１条３丁目３番15号）

1 旭川開発建設部管内ﾀｲﾔ購入(単価契
約) 一式

5 道輪工業（株）　北海道旭川市９条通
９丁目右１号

25,688,880 170414 一般

170608 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 測量船海洋定検修理 77 新潟造船（株）　新潟県新潟市中央区
入船町４丁目3776番地

39,846,600 170418 一般

170608 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
加賀 至 （東京都千代田区大手町１―
３―４）

13 A重油購入(凌風丸分)2回目 190KL 2 伊藤忠エネクス株式会社　東京都港区
虎ノ門２―10―１

9,890,640 170224 一般

170608 支出負担行為担当官 国土交通省航空
局長 佐藤 善信 （東京都千代田区霞
が関２―１―３）

13 平成29年度無人航空機に関する航空安
全推進ﾈｯﾄﾜｰｸ機能拡張に伴う性能向上

71 株式会社エヌ・ティ・ティデータ　東
京都江東区豊洲３―３―３

41,580,000 170313 一般

170608 支出負担行為担当官 北海道開発局帯
広開発建設部長 河畑 俊明 （北海道
帯広市西４条南８丁目）

1 ﾚｰﾀﾞ雨雪量計装置改修 一式 14 日本無線（株）　札幌市中央区北３条
西７丁目１番地

31,320,000 170414 一般 d

170608 支出負担行為担当官 北海道開発局帯
広開発建設部長 河畑 俊明 （北海道
帯広市西４条南８丁目）

1 十勝ﾀﾞﾑ二股ﾃﾚﾒｰﾀ製造及び据付調整
一式

14 山本電子工業（株）　北海道網走市駒
場南７丁目５番11号

25,164,000 170414 一般 d

170609 支出負担行為担当官 四国地方整備局
次長 元野 一生 （高松市サンポート
３番33号）

37 港湾業務艇｢くるしま｣修理 一式 77 山本造船（株）　広島県呉市音戸町田
原３―１―３

20,217,600 170414 一般

170609 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 A重油買入7〜9月分(根室港及び花咲
港)予定数量130KL

2 株式会社ヒシサン　北海道根室市本町
４丁目43番地

10,951,200 170117 一般

170609 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 軽油(免税)買入7〜9月分(江差港)予定
数量40KL

2 前側石油株式会社江差支店　北海道桧
山郡厚沢部町字美和1250

3,041,280 170117 一般

170609 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 軽油(免税)買入7〜9月分(根室港及び
花咲港)予定数量160KL

2 株式会社ヒシサン　北海道根室市本町
４丁目43番地

15,448,320 170117 一般

170609 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 軽油(免税)買入7〜9月分(小樽港)予定
数量70KL

2 河辺石油株式会社　北海道小樽市稲穂
２丁目19番８号

5,390,280 170117 一般

170609 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 軽油(免税)買入7〜9月分(羅臼港)予定
数量60KL

2 羅臼石油株式会社　北海道目梨郡羅臼
町本町71番地14

4,374,000 170117 一般

170612 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 SAAB340 MOD.KIT 4個ほか1点買入 19 三井物産エアロスペース（株）　東京
都港区芝公園２―４―１

67,115,520 170420 一般

170612 支出負担行為担当官 九州地方整備局
副局長 村岡 猛 （福岡市博多区博多
駅東２―10―７）

40 平成29年度船舶(ﾄﾞﾗｸﾞｻｸｼｮﾝ浚渫兼油
回収船)｢海翔丸｣修理工事 1式

77 ジャパンマリンユナイテッド（株）
東京都港区芝５―36―７

455,760,000 170418 一般
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170612 分任支出負担行為担当官 国土交通省
航空局システム開発評価・危機管理セ
ンター所長 高師 章爾 （大阪府池田
市空港２―２）

27 ｼｽﾃﾑ開発評価･危機管理ｾﾝﾀｰで使用す
る電気の購入

26 関西電力株式会社　大阪府大阪市北区
中之島３―６―16

133,221,677 170403 一般

170613 支出負担行為担当官 海上保安大学校
長 平田 友一 （広島県呉市若葉町５
―１）

34 A重油(国外)予定数量240MT買入 2 全国漁業協同組合連合会　東京都千代
田区内神田１―１―12

12,804,000 170308 一般

170613 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 NLG SHOCK STRUT ASSY 2個買入 19 （株）ＪＡＬＵＸ　東京都港区港南１
―２―70

55,284,120 170420 一般

170613 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 照明車交換購入 17 英和（株）名古屋営業所　愛知県名古
屋市東区葵３―15―31

68,806,120 170405 一般 d

170613 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 路面清掃車交換購入 17 英和（株）名古屋営業所　愛知県名古
屋市東区葵３―15―31

69,908,820 170405 一般

170613 支出負担行為担当官 北陸地方整備局
長 小俣 篤 （新潟県新潟市中央区美
咲町１丁目１番１号）

15 平成29年度 黒部管内ﾃﾚﾒｰﾀ装置一式製
造

14 日本エレクトロニクス・サービス株式
会社　富山県富山市五福末広町1033

32,700,000 170420 一般

170613 支出負担行為担当官 北陸地方整備局
長 小俣 篤 （新潟県新潟市中央区美
咲町１丁目１番１号）

15 平成29年度 松本砂防管内ﾃﾚﾒｰﾀ装置一
式製造

14 エフコム株式会社長野支店　長野県長
野市中御所４―１―４

43,500,000 170420 一般

170613 支出負担行為担当官 北陸地方整備局
長 小俣 篤 （新潟県新潟市中央区美
咲町１丁目１番１号）

15 平成29年度 飯豊山系砂防管内ﾃﾚﾒｰﾀ装
置一式製造

14 川田電機株式会社　新潟県新潟市中央
区稲荷町3444―１

20,000,000 170420 一般

170616 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
後藤 浩平 （東京都千代田区大手町１
―３―４）

13 軽油の購入 500KL 2 リーフエナジー株式会社　東京都港区
三田３―４―10

72,933,600 170502 随意 b

170616 支出負担行為担当官 東京航空局長 山
口 勝弘 （東京都千代田区九段南１―
１―15）

13 空港用高速ｽｲｰﾊﾟ除雪装置(被牽引式)2
台の製造

17 （株）協和機械製作所　北海道札幌市
西区発寒十五条12丁目３番25号

116,640,000 170417 一般

170616 支出負担行為担当官 東京航空局長 山
口 勝弘 （東京都千代田区九段南１―
１―15）

13 空港用高速ﾌﾟﾗｳ除雪車(連結装置付)2
台の製造

17 （株）協和機械製作所　北海道札幌市
西区発寒十五条12丁目３番25号

97,283,250 170417 一般

170621 支出負担行為担当官 中部地方整備局
副局長 守屋 正平 （名古屋市中区丸
の内二丁目１番36号）

23 A重油7月分 予定数量 164KL 2 伊勢湾石油（株）　名古屋市港区港楽
１―２―３

53,136 170126 一般

170621 支出負担行為担当官 中部地方整備局
副局長 守屋 正平 （名古屋市中区丸
の内二丁目１番36号）

23 軽油7月分 予定数量 26KL 2 伊勢湾石油（株）　名古屋市港区港楽
１―２―３

92,340 170126 一般

170622 支出負担行為担当官 九州地方整備局
副局長 村岡 猛 （福岡市博多区博多
駅東２―10―７）

40 平成29年度苅田港(本港地区)航路(-
13m)浚渫[暫定-12m]工事

41 東洋建設（株）九州支店　福岡市中央
区薬院３―３―31

586,656,000 170324 一般 総合評価

170622 支出負担行為担当官 九州地方整備局
副局長 村岡 猛 （福岡市博多区博多
駅東２―10―７）

40 平成29年度福岡空港誘導路(A7)改良工
事

41 （株）ガイアート九州支店　福岡市中
央区渡辺通３―６―15

902,880,000 170324 一般 総合評価

170622 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 角南 国隆 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ1719式の借入及び保守 14 大丸（株）　札幌市中央区南１条西３
丁目２番地

610,978,464 170421 一般 総合評価

170623 支出負担行為担当官　九州地方整備局
長　増田　博行　（福岡市博多区博多
駅東２―10―７）

4 H29ｰ33出力機器等最適配置調査及び出
力ｻｰﾋﾞｽ提供等業務 1式

14 富士ゼロックス株式会社（東京都港区
赤坂９―７―３）

563,341,500 170405 一般 総合評価

170626 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
後藤 浩平 （東京都千代田区大手町１
―３―４）

13 二酸化炭素検定装置の製作及び取付調
整 1式

24 株式会社環境総合テクノス東京支店
東京都千代田区神田東松下町14

34,560,000 170501 一般

170626 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 山本 得雄 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)7･8･9月分(佐世保)予定数
量74,000L

2 （有）富士石油　長崎県佐世保市大塔
町1315―１

83.16 ／L 170123 一般

170626 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 山本 得雄 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)7･8･9月分(佐世保燃料ﾀﾝｸ)
予定数量68,000L

2 （有）富士石油　長崎県佐世保市大塔
町1315―１

83.16 ／L 170123 一般

170626 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 山本 得雄 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)7･8･9月分(長崎)予定数量
247,000L

2 林兼石油（株）　長崎県長崎市旭町６
番１号

86.940 ／L 170123 一般

170627 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
長 池田 豊人 （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）

27 ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ4台交換購入 17 日産大阪販売（株）　大阪府大阪市西
区南堀江３丁目14番22号

20,985,788 170424 一般

170627 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
長 池田 豊人 （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）

27 照明車2台交換購入 17 英和（株）大阪本社営業部　大阪府大
阪市西区北堀江４丁目１番７号

67,977,836 170424 一般
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170627 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
長 池田 豊人 （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）

27 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車1台交換購入 17 クボタ機工（株）　大阪府枚方市中宮
大池１丁目１番１号

30,931,200 170424 一般

170627 支出負担行為担当官 四国地方整備局
長 平井 秀輝 （香川県高松市サン
ポート３―33）

37 平成29年度 PCB廃棄物処理業務 一式 78 中間貯蔵・環境安全事業（株）　福岡
県北九州市若松区響町一丁目62―24

150,716,160 170530 随意 b

170627 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 山本 得雄 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 A重油7･8･9月分(対馬燃料ﾀﾝｸ)予定数
量123,000L

2 （株）新出光　長崎県対馬市厳原町東
里352番地の４

76.68 ／L 170123 一般

170627 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 山本 得雄 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)7･8･9月分(壱岐)予定数量
58,000L

2 平尾石油（有）　長崎県壱岐市郷ノ浦
町柳田触940番地１

114.48 ／L 170123 一般

170628 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
長 池田 豊人 （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）

27 散水車1台交換購入 17 英和（株）大阪本社営業部　大阪府大
阪市西区北堀江４丁目１番７号

15,682,422 170424 一般

170628 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
長 池田 豊人 （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）

27 排水管清掃車2台交換購入 17 兼松エンジニアリング（株）　高知県
高知市布師田3981番地７

34,734,020 170424 一般

170628 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
長 池田 豊人 （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）

27 標識車4台交換購入 17 森尾電機（株）　東京都葛飾区立石４
丁目34番１号

66,224,740 170424 一般

170628 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 山本 得雄 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)7･8･9月分(対馬燃料ﾀﾝｸ)予
定数量220,000L

2 鈴木石油（株）　長崎県対馬市久田道
1571番地

60.804 ／L 170123 一般

170628 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 山本 得雄 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)7･8･9月分(比田勝)予定数
量124,000L

2 （株）今村商会　長崎県対馬市上対馬
町比田勝665

97.092 ／L 170123 一般

170629 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 1070kWﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関3台ほか4点買入 11 富永物産（株）　東京都中央区日本橋
本町３丁目６番２号

172,800,000 170509 一般

170629 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 2668kWﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関5台ほか4点買入 11 富永物産（株）　東京都中央区日本橋
本町３丁目６番２号

861,840,000 170509 一般

170629 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 749kWﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関5台ほか4点買入 11 （株）池貝ディーゼル　茨城県行方市
芹沢920番52

149,040,000 170509 一般

170629 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 泊 宏 （埼玉県さいたま市中央区
新都心２―１）

11 八ｯ場ﾀﾞﾑ本体建設二期工事 41 八ッ場ダム本体建設工事清水・鉄建・
ＩＨＩ異工種建設工事共同企業体　清
水建設（株）関東支店　埼玉県さいた
ま市大宮区錦町682番地２

26,654,400,000 170629 随意 b

170629 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 泊 宏 （埼玉県さいたま市中央区
新都心２―１）

11 八ｯ場ﾀﾞﾑ本体建設二期工事 41 八ッ場ダム本体建設工事清水・鉄建・
ＩＨＩ異工種建設工事共同企業体　清
水建設（株）関東支店　埼玉県さいた
ま市大宮区錦町682番地２

26,654,400,000 170629 随意 b

170629 支出負担行為担当官 国土交通省中部
運輸局長 石澤 龍彦 （愛知県名古屋
市中区三の丸２―２―１）

23 出力機器等最適配置調査及び出力ｻｰﾋﾞ
ｽ提供等業務

14 リコージャパン株式会社中部ＭＡ事業
部公共営業部　名古屋市西区牛島町６
―１

89,157,672 170509 一般 総合評価

170629 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 山本 得雄 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)7･8･9月分(関門地区)予定
数量86,000L

2 山田石油（株）　山口県下関市観音崎
町13番３号

77.652 ／L 170123 一般

170629 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 山本 得雄 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)7･8･9月分(若松)予定数量
57,000L

2 双葉石油（株）　福岡県北九州市若松
区北浜一丁目７番２―１号

93.96 ／L 170123 一般

170629 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 山本 得雄 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)7･8･9月分(門司燃料ﾀﾝｸ)予
定数量145,000L

2 山田石油（株）　山口県下関市観音崎
町13番３号

70.092 ／L 170123 一般

170629 支出負担行為担当官 北海道開発局小
樽開発建設部長 柳原 優登 （北海道
小樽市潮見台１丁目15番５号）

1 小樽開発建設部管内 道路附属物で使
用する電気(低圧)一式

26 （株）ＳＥウイングズ　北海道苫小牧
市字弁天504番地４

37,228,384 170508 一般

170629 支出負担行為担当官 北海道開発局網
走開発建設部長 鈴木 亘 （北海道網
走市新町２丁目６番１号）

1 光伝送装置購入及び据付調整 一式 14 ＮＥＣネッツエスアイ（株）北海道支
店　札幌市中央区大通西４丁目１番地

27,324,000 170428 一般

170630 支出負担行為担当官 九州地方整備局
副局長 村岡 猛 （福岡市博多区博多
駅東２―10―７）

40 平成29年度博多港(ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ地区)道
路(IP12〜IP16)橋梁下部工事

41 若築建設（株）九州支店　福岡県北九
州市若松区浜町１―４―７

710,640,000 170329 一般 総合評価

170630 支出負担行為担当官 九州地方整備局
副局長 村岡 猛 （福岡市博多区博多
駅東２―10―７）

40 平成29年度博多港(ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ地区)道
路(IP17〜IP21)橋梁下部工事

41 みらい建設工業（株）九州支店　福岡
市博多区上呉服町10―１

668,736,000 170329 一般 総合評価
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170630 支出負担行為担当官　第九管区海上保
安本部長　下野　浩司（新潟県新潟市
中央区美咲町１―２―１）

1 A重油買入(単価契約､伏木富山港､H29.
7. 1~H30. 3.31､予定数量350,000L)予
定数量 350,000L

2 富山県漁業協同組合連合会　富山県富
山市舟橋北町４―19

75.708 ／L 170508 一般

170630 支出負担行為担当官　第九管区海上保
安本部長　下野　浩司（新潟県新潟市
中央区美咲町１―２―１）

1 軽油(免税)買入(単価契約､伏木富山
港､H29. 7. 1~H30. 3.31､予定数量
280,000L)予定数量 280,000L

2 富山県漁業協同組合連合会　富山県富
山市舟橋北町４―19

75.06 ／L 170508 一般

170630 支出負担行為担当官　第九管区海上保
安本部長　下野　浩司（新潟県新潟市
中央区美咲町１―２―１）

1 航空ﾀｰﾋﾞﾝ燃料油買入(単価契約､新潟
航空基地地下ﾀﾝｸ､H29. 7~H30. 3､予定
数量720,000L)予定数量 720,000L

2 出光アヴィエーション株式会社　東京
都千代田区丸の内三丁目１―１

61.4736 ／L 170508 一般

170630 分任支出負担行為担当官 北陸地方整
備局 国営越後丘陵公園事務所長 圡田
稔 （新潟県長岡市宮本東方町字三ツ
又1950番地１）

15 平成29年度国営越後丘陵公園で使用す
る電気契約 契約電力 健康ｿﾞｰﾝ420kW
里山ﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ62kW 年間使用予定
電力量 健康ｿﾞｰﾝ1,618,800kWh 里山
ﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ113,100kWh

26 （株）Ｆ―Ｐｏｗｅｒ　東京都港区六
本木１丁目８番７号

33,220,545 170501 一般

170703 支出負担行為担当官 九州地方整備局
長 増田 博行 （福岡県福岡市博多区
博多駅東２―10―７）

40 九州地方整備局統合道路情報設備改造
1式

14 日本無線株式会社九州支社（福岡県福
岡市博多区店屋町１―31）

43,200,000 170601 随意 b

170703 支出負担行為担当官　九州地方整備局
長　増田　博行　（福岡市博多区博多
駅東２―10―７）

4 物品役務ﾃﾞｰﾀ集約補完ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞ1式賃
貸借 1式

14 株式会社ＪＥＣＣ（東京都千代田区丸
の内３―４―１）

3,151,656 月額 170509 一般

170704 支出負担行為担当官 第五管区海上保
安本部長 石井 昌平 （兵庫県神戸市
中央区波止場町１―１）

28 主機関(MTU16V595TE90型)交換部品ｷｯﾄ
2式購入

11 サノヤス造船株式会社修繕船営業部
大阪市西成区南津守五丁目13番37号

55,944,000 170511 一般

170704 支出負担行為担当官 第五管区海上保
安本部長 石井 昌平 （兵庫県神戸市
中央区波止場町１―１）

28 主機関(MTU16V595TE90型)交換部品ｷｯﾄ
2式購入

11 サノヤス造船株式会社修繕船営業部
大阪市西成区南津守五丁目13番37号

55,944,000 170511 一般

170705 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 泊 宏 （埼玉県さいたま市中央区
新都心２―１）

11 H29行徳橋上部工事 41 高田機工（株）東京本社　東京都中央
区日本橋大伝馬町３番２号

2,206,440,000 170324 一般 総合評価

170705 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 泊 宏 （埼玉県さいたま市中央区
新都心２―１）

11 H29行徳橋上部工事 41 高田機工（株）東京本社　東京都中央
区日本橋大伝馬町３番２号

2,206,440,000 170324 一般 総合評価

170705 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
後藤 浩平 （東京都千代田区大手町１
―３―４）

13 A重油購入(凌風丸分)3回目 70KL 2 カメイ株式会社東京支店　東京都中央
区八丁堀４―７―１

3,855,600 170224 一般

170705 支出負担行為担当官 中国地方整備局
長 川崎 茂信 （広島県広島市中区上
八丁堀６―30）

34 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ賃貸借(17ｰ1)1式 14 扶桑電通株式会社　東京都中央区築地
５―４―18

1,521,180 170428 一般 総合評価

170705 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 東海環状大泉2高架橋鋼上
部工事

41 エム・エムブリッジ株式会社中部営業
所（名古屋市中区錦二丁目18番５号）

1,033,128,000 170323 一般 総合評価

170705 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 東海環状大木高架橋鋼上
部工事

41 日本橋梁株式会社名古屋営業所（名古
屋市中区二丁目３番６号）

909,792,000 170323 一般 総合評価

170705 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 東海環状東一色1高架橋鋼
上部工事

41 日本車輌製造株式会社（名古屋市熱田
区三本松町１番１号）

962,820,000 170323 一般 総合評価

170705 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 東海環状東一色2高架橋鋼
上部工事

41 川田工業株式会社名古屋営業所（名古
屋市中区栄二丁目４番１号）

907,081,200 170323 一般 総合評価

170705 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 東海環状北金井1高架橋鋼
上部工事

41 宇部興産機械株式会社名古屋支店（名
古屋市天白区原三丁目1803番）

1,167,480,000 170323 一般 総合評価

170705 支出負担行為担当官 北海道開発局旭
川開発建設部長 樺澤 孝人 （北海道
旭川市宮前１条３丁目３番15号）

1 堰堤維持の内 岩尾内ﾀﾞﾑﾃﾚﾒｰﾀ装置製
造及び据付調整 一式

14 北海電子工業（株）　北海道旭川市５
条西６丁目１番３号

19,872,000 170511 一般

170706 支出負担行為担当官 海上保安大学校
長 平田 友一 （広島県呉市若葉町５
―１）

34 A重油(国外)予定数量175MT買入 2 伊藤忠エネクス（株）　東京都港区虎
ノ門２―10―１

9,009,000 170308 一般

170706 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 油回収装置1式ほか1点買入 16 （株）カネヤス　山口県下関市菊川町
大字楢崎字山月644番地１

22,896,000 170516 一般

170706 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 泊 宏 （埼玉県さいたま市中央区
新都心２―１）

11 H29ﾃﾚﾒｰﾀ装置1式製造(相模川水系) 14 日本テクニカル・サービス（株）神奈
川支社　神奈川県横浜市港北区菊名７
―３―16

29,700,000 170502 一般

170706 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 泊 宏 （埼玉県さいたま市中央区
新都心２―１）

11 H29ﾃﾚﾒｰﾀ装置1式製造(利根川水系砂
防)

14 日本無線（株）関東支社　東京都中野
区中野４―10―１

50,220,000 170502 一般

170706 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
後藤 浩平 （東京都千代田区大手町１
―３―４）

13 A重油購入(啓風丸分)3回目 165KL 2 昭和礦油株式会社　東京都大田区平和
島５―２―28

8,535,780 170224 一般

170706 支出負担行為担当官 国土交通省航空
局長 蝦名 邦晴 （東京都千代田区霞
が関２―１―３）

13 ILSｰ91G型ILS装置1式の製造 15 （株）東芝　東京都港区芝浦１―１―
１

475,200,000 170424 一般
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170706 支出負担行為担当官 中国地方整備局
副局長 水谷 誠 （広島市中区東白島
町14―15）

34 徳山下松港土砂処分場地盤改良工事
(その2)

41 五洋・みらい特定建設工事共同企業体
広島市中区上八丁堀４番１

779,868,000 170413 一般 総合評価

170707 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 泊 宏 （埼玉県さいたま市中央区
新都心２―１）

11 H29ﾃﾚﾒｰﾀ装置1式製造(下館) 14 日本テクニカル・サービス（株）北関
東支社　埼玉県桶川市泉１―６―20

18,883,594 170502 一般

170707 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 泊 宏 （埼玉県さいたま市中央区
新都心２―１）

11 H29ﾃﾚﾒｰﾀ装置1式製造(京浜) 14 （株）ほくつう関東支社　東京都世田
谷区上用賀３―１―26

30,240,000 170502 一般

170707 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 泊 宏 （埼玉県さいたま市中央区
新都心２―１）

11 H29ﾃﾚﾒｰﾀ装置1式製造(利根川上流) 14 日本テクニカル・サービス（株）北関
東支社　埼玉県桶川市泉１―６―20

31,816,800 170502 一般

170711 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 測量船昭洋定検修理 77 ジャパンマリンユナイテッド（株）
東京都港区芝５丁目36番７号

205,524,000 170519 一般

170711 支出負担行為担当官 九州地方整備局
副局長 村岡 猛 （福岡市博多区博多
駅東２―10―７）

40 平成29年度自動係留装置外2点修理工
事 1式

77 ジャパンマリンユナイテッド（株）
東京都港区芝５―36―７

36,720,000 170516 一般

170712 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
副局長 長田 信 （神戸市中央区海岸
通29番地神戸地方合同庁舎）

28 大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設
護岸(1)基礎工事

41 五洋・あおみ特定建設工事共同企業体
代表者　五洋建設（株）大阪支店　大
阪市北区芝田二丁目７番18号

670,680,000 170417 一般 総合評価

170712 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
副局長 長田 信 （神戸市中央区海岸
通29番地神戸地方合同庁舎）

28 大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設
護岸(2)基礎工事

41 東亜・本間特定建設工事共同企業体
代表者　東亜建設工業（株）大阪支店
大阪市西区靱本町一丁目４番18号

760,212,000 170417 一般 総合評価

170712 支出負担行為担当官 国土交通省水管
理・国土保全局長 山田 邦博 （東京
都千代田区霞が関２―１―３）

13 防災教育及び河川教育の普及･展開に
関する広報検討業務 一式

73 公益財団法人　河川財団　東京都中央
区日本橋小伝馬町11番９号

24,786,000 160621 随意 b

170712 支出負担行為担当官 国土交通省水管
理・国土保全局長 山田 邦博 （東京
都千代田区霞が関２―１―３）

13 防災施策に関する広報資料の検討･作
成業務 一式

73 復建調査設計株式会社　東京支社　東
京都千代田区岩本町三丁目８番15号

29,592,000 160621 随意 b

170713 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 7ﾒｰﾄﾙ型高速警備救難艇4隻製造 20 ジャパンマリンユナイテッド（株）
東京都港区芝５丁目36番７号

121,176,000 170523 一般

170713 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
後藤 浩平 （東京都千代田区大手町１
―３―４）

13 集合型GPS高層気象観測装置の改修 1
式

24 三興通商株式会社　東京都港区浜松町
２―７―１

51,819,037 170518 一般

170713 支出負担行為担当官 第六管区海上保
安本部長 下野 元也 （広島市南区宇
品海岸三丁目10―17）

34 ｸﾗﾝｸ室窓蓋ﾊﾟｯｷﾝ12個ほか240点買入 11 日本海洋産業株式会社　山口県下関市
大和町１丁目５番８号

18,295,200 170519 一般

170713 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 岡 邦彦 （仙台市青葉区本町
３―３―１）

4 むつ小川原港外港地区防波堤(東)(災
害復旧)築造工事

41 五洋建設（株）東北支店　仙台市青葉
区二日町16―20

709,236,000 170501 一般 総合評価

170713 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 岡 邦彦 （仙台市青葉区本町
３―３―１）

4 久慈港湾口地区防波堤本体工事(その
2)

41 東洋建設（株）東北支店　仙台市青葉
区中央二丁目９番27号

806,727,600 170501 一般 総合評価

170713 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 岡 邦彦 （仙台市青葉区本町
３―３―１）

4 小名浜港東港地区航路･泊地(-18m)浚
渫工事

41 五洋建設（株）東北支店　仙台市青葉
区二日町16―20

852,120,000 170425 一般 総合評価

170713 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 岡 邦彦 （仙台市青葉区本町
３―３―１）

4 八戸港八太郎･河原木地区航路泊地(埋
没)付帯施設築造工事(その2)

41 東洋建設（株）東北支店　仙台市青葉
区中央二丁目９番27号

776,304,000 170501 一般 総合評価

170713 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 角南 国隆 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 側溝清掃車(真空吸引式)1台 17 （株）加藤製作所　東京都品川区東大
井１丁目９番37号

21,488,709 170511 一般

170713 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 角南 国隆 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車(30立方m/min級)2台 17 クボタ機工（株）　大阪府枚方市中宮
大池１丁目１番１号

73,435,768 170511 一般

170713 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 角南 国隆 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 排水管清掃車(5,800L)1台 17 兼松エンジニアリング（株）　高知市
布師田3981番地７

17,531,490 170511 一般

170713 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 角南 国隆 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 標識車(追突衝撃緩和装置付)2台 17 環境開発工業（株）　札幌市東区東雁
来３条１丁目２番10号

39,523,904 170511 一般

170713 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 角南 国隆 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式)2台 17 英和（株）　大阪市西区北堀江４丁目
１番７号

75,285,260 170511 一般

170713 支出負担行為担当官 北海道開発局室
蘭開発建設部長 平野 令緒 （北海道
室蘭市入江町１番地14）

1 室蘭開発建設部管内 海象観測装置外
保守点検整備 一式

77 （株）岩崎　札幌市中央区北４条東２
―１

27,756,000 170517 一般

170718 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
後藤 浩平 （東京都千代田区大手町１
―３―４）

13 啓風丸第二種及び第三種中間検査修理
1隻

77 サノヤス造船株式会社　東京都千代田
区内幸町１―３―３

84,132,000 170519 一般
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170718 支出負担行為担当官 九州地方整備局
副局長 村岡 猛 （福岡市博多区博多
駅東２―10―７）

40 平成29年度船舶(航路調査船)｢鎮西｣修
理工事 1式

77 （有）前田造船所　山口県下関市彦島
竹ノ子島町３―17

10,800,000 170516 一般

170718 支出負担行為担当官 四国地方整備局
長 平井 秀輝 （香川県高松市サン
ポート３―33）

37 平成29ｰ33年度 ｻｰﾊﾞ賃貸借 1式 14 （株）ＪＥＣＣ　東京都千代田区丸の
内３―４―１

54,179,280 170515 一般

170718 支出負担行為担当官 四国地方整備局
長 平井 秀輝 （香川県高松市サン
ポート３―33）

37 平成29ｰ33年度 ｻｰﾊﾞ賃貸借 1式 14 （株）ＪＥＣＣ　東京都千代田区丸の
内３―４―１

54,179,280 170515 一般

170718 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 主機関交換部品ｷｯﾄ(MAND2842LYE型右
舷機用)ほか5点買入

11 三菱ふそうトラック・バス（株）九州
ふそう北九州支店　福岡県北九州市小
倉北区西港町15番60号

213,084,000 170525 一般

170718 支出負担行為担当官 中国地方整備局
長 川崎 茂信 （広島県広島市中区上
八丁堀６―30）

34 ﾃﾚﾒｰﾀ装置 1式 14 株式会社エフォートシステム　広島県
広島市中区舟入川口町21―７

133,920,000 170518 一般

170718 支出負担行為担当官 中国地方整備局
長 川崎 茂信 （広島県広島市中区上
八丁堀６―30）

34 排水管清掃車(水ｼﾞｪｯﾄ式､5,800L)交換
購入 1台

17 株式会社モリタエコノス　大阪府八尾
市神武町１―48

14,400,000 170510 一般

170718 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 国道45号気仙沼湾横断橋小々汐地区上
部工工事

41 ＭＭＢ・宮地・川田特定建設工事共同
企業体　代表者　エム・エムブリッジ
（株）　広島県広島市西区観音新町１
―20―24

11,301,714,000 170216 一般 総合評価

170718 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 国道45号気仙沼湾横断橋朝日地区上部
工工事

41 ＪＦＥ・ＩＨＩ・日ファブ特定建設工
事共同企業体　代表者　ＪＦＥエンジ
ニアリング（株）　神奈川県横浜市鶴
見区末広町２―１

9,767,520,000 170216 一般 総合評価

170718 支出負担行為担当官 東北地方整備局
副局長 岡 邦彦 （仙台市青葉区本町
３―３―１）

4 むつ小川原港外港地区防波堤(東)(災
害復旧)改良外工事

41 西松建設（株）東北支店　仙台市青葉
区大町二丁目８番33号

559,440,000 170501 一般 総合評価

170719 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ(TNｰ395C)13個ほか123点買
入

26 （株）マルミヤ　東京都新宿区早稲田
鶴巻町555番地

21,193,100 170526 一般

170719 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 測量船拓洋定期修理 77 ジャパンマリンユナイテッド（株）
東京都港区芝５丁目36番７号

304,560,000 170526 一般

170719 分任支出負担行為担当官 近畿地方整
備局滋賀国道事務所長 竹内 勇喜
（滋賀県大津市竜が丘４番５号）

25 滋賀国道事務所管内で使用する電気 26 （株）エネット　東京都港区芝公園２
丁目６番３号

74,864,123 170519 一般

170720 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 河津下田道路河津ﾄﾝﾈﾙ逆
川地区工事

41 大林組名古屋支店（名古屋市東区東桜
一丁目10番19号）

4,515,480,000 170403 一般 総合評価

170720 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 東海環状南大社2高架橋鋼
上部工事

41 川田工業株式会社名古屋営業所（名古
屋市中区栄二丁目４番１号）

740,772,000 170403 一般 総合評価

170720 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 東海環状南大社4高架橋鋼
上部工事

41 株式会社ＩＨＩインフラシステム中部
営業所（名古屋市中村区名駅南一丁目
24番20号）

939,708,000 170403 一般 総合評価

170720 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 東海環状南大社5高架橋鋼
上部工事

41 株式会社巴コーポレーション名古屋支
店（名古屋市名東区一社三丁目96番）

971,784,000 170403 一般 総合評価

170720 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 東海環状南大社6高架橋鋼
上部工事

41 株式会社横河ブリッジ名古屋営業所
（名古屋市中村区名駅二丁目45番７
号）

1,081,620,000 170403 一般 総合評価

170720 支出負担行為担当官 中部地方整備局
副局長 守屋 正平 （名古屋市中区丸
の内２―１―36）

23 A重油8月分 予定数量 156KL 2 愛知県漁業協同組合連合会　名古屋市
中区丸の内３―４―31

53,892 170126 一般

170720 支出負担行為担当官 中部地方整備局
副局長 守屋 正平 （名古屋市中区丸
の内２―１―36）

23 軽油8月分 予定数量 22KL 2 （株）石田石油店　名古屋市港区千鳥
２―９―33

92,340 170126 一般

170720 支出負担行為担当官 北海道開発局網
走開発建設部長 鈴木 亘 （北海道網
走市新町２丁目６番１号）

1 網走開発建設部管内道路情報板外で使
用する電気(低圧)一式

26 （株）ＳＥウイングズ　北海道苫小牧
市字弁天504番地４

20,590,728 170519 一般

170721 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 14GHz帯固体化ﾚｰﾀﾞｰ装置3式ほか3点製
造

15 東京計器（株）　東京都大田区南蒲田
２丁目16番46号

388,800,000 170531 一般

170721 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ(白色)(4kg入缶)511缶ほ
か10点買入

7 トーエイ（株）　東京都新宿区四谷２
丁目５番地17

16,948,872 170531 一般

170721 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 庁旗(2巾)552枚ほか7点買入 5 トーエイ（株）　東京都新宿区四谷２
丁目５番地17

22,950,972 170531 一般

170724 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 MAKILA2A1 ENGINE 1個ほか1点買入 19 日本エアロスペース（株）　東京都港
区南青山１―１―１

292,680,000 170529 一般
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170724 支出負担行為担当官 第四管区海上保
安本部長 德永 重典 （愛知県名古屋
市港区入船２―３―12）

23 A重油の買入(鳥羽港､8〜11月分)予定
数量130,000L

2 鳥羽石油（株）　三重県鳥羽市鳥羽４
―１―３

78.30 ／L 170120 一般

170724 支出負担行為担当官 第四管区海上保
安本部長 德永 重典 （愛知県名古屋
市港区入船２―３―12）

23 軽油(免税)の買入(鳥羽港､8〜11月分)
予定数量80,000L

2 （有）城山石油　三重県鳥羽市浦村町
1826―40

96.66 ／L 170120 一般

170724 支出負担行為担当官 第四管区海上保
安本部長 德永 重典 （愛知県名古屋
市港区入船２―３―12）

23 軽油(免税)の買入(名古屋港､8〜11月
分)予定数量150,000L

2 高野石油（株）　愛知県名古屋市港区
港楽３―13―13

89.64 ／L 170120 一般

170724 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 釜石地区外ﾗｼﾞｵ再放送設備工事 41 日本無線（株）　東京都中野区中野４
―10―１

637,200,000 170424 一般 総合評価

170725 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
後藤 浩平 （東京都千代田区大手町１
―３―４）

13 A重油購入(啓風丸分)4回目 72MT 2 伊藤忠エネクス株式会社　東京都港区
虎ノ門２―10―１

6,347,220 170224 一般

170725 支出負担行為担当官 北海道開発局札
幌開発建設部長 宮島 滋近 （札幌市
中央区北２条西19丁目）

1 維持除雪機械用ﾀｲﾔ外購入(単価契約)
一式

5 東日本自動車タイヤ（株）　札幌市清
田区真栄１条１―１―23

8,639,892 170602 一般

170725 支出負担行為担当官 北海道開発局札
幌開発建設部長 宮島 滋近 （札幌市
中央区北２条西19丁目）

1 維持除雪機械用ﾀｲﾔ外購入(単価契約)
一式

5 東日本自動車タイヤ（株）　札幌市清
田区真栄１条１―１―23

8,639,892 170602 一般

170726 支出負担行為担当官 関東地方整備局
副局長 高田 昌行 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 東京湾浅場造成工事 1式 41 東亜建設工業株式会社千葉支店　千葉
県千葉市中央区中央港１―12―３

1,144,800,000 170427 一般 総合評価

170726 支出負担行為担当官 関東地方整備局
副局長 高田 昌行 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 東京湾浅場造成工事 1式 41 東亜建設工業株式会社千葉支店　千葉
県千葉市中央区中央港１―12―３

1,144,800,000 170427 一般 総合評価

170726 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
長 池田 豊人 （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）

27 洪水予警報ｼｽﾃﾑ製造及び据付調整1式 14 東芝インフラシステムズ（株）関西支
社　大阪市北区角田町８―１

111,240,000 170522 一般

170726 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
長 池田 豊人 （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）

27 洪水予警報ｼｽﾃﾑ製造及び据付調整1式 14 東芝インフラシステムズ（株）関西支
社　大阪市北区角田町８―１

111,240,000 170522 一般

170726 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 東海環状加納第1高架橋鋼
上部工事

41 株式会社横河住金ブリッジ（名古屋市
中村区名駅２丁目45番７号松岡ビル）

1,136,678,400 170412 一般 総合評価

170726 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 東海環状関高架橋鋼上部
工事

41 高田機工株式会社名古屋営業所（名古
屋市中区栄四丁目１番１号）

731,268,000 170412 一般 総合評価

170726 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 東海環状瀬古第2高架橋鋼
上部工事

41 川田工業株式会社名古屋営業所（名古
屋市中区栄二丁目４番１号）

1,133,784,000 170412 一般 総合評価

170726 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
２―５―１）

23 平成29年度 東海環状揖斐川右岸橋鋼
上部工事

41 日立造船株式会社中部支社（名古屋市
中村区名駅南１丁目24番30号）

783,972,000 170412 一般 総合評価

170726 支出負担行為担当官 北海道開発局留
萌開発建設部長 山崎 真一 （北海道
留萌市寿町１丁目）

1 留萌開発建設部管内道路附属施設で使
用する電気 一式

26 （株）いちたかガスワン　札幌市中央
区南８条西６丁目1036番地

5,356,153 170531 一般

170726 支出負担行為担当官 北海道開発局留
萌開発建設部長 山崎 真一 （北海道
留萌市寿町１丁目）

1 留萌開発建設部管内道路附属施設で使
用する電気 一式

26 （株）いちたかガスワン　札幌市中央
区南８条西６丁目1036番地

5,356,153 170531 一般

170727 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
後藤 浩平 （東京都千代田区大手町１
―３―４）

13 気象観測原簿等ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑの複製等作業
1式

26 株式会社ニチマイ　東京都文京区本郷
１―10―９

26,173,996 170531 一般

170727 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
後藤 浩平 （東京都千代田区大手町１
―３―４）

13 気象観測原簿等ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑの複製等作業
1式

26 株式会社ニチマイ　東京都文京区本郷
１―10―９

26,173,996 170531 一般

170727 支出負担行為担当官　第九管区海上保
安本部長　下野　浩司（新潟県新潟市
中央区美咲町１―２―１）

1 A重油(単価契約､新潟港､H29.
8~H29.11､予定数量1,000,000L)買入
予定数量 1,000,000L

2 新潟県漁業協同組合連合会　新潟県新
潟市中央区万代島２―１

79.38 ／L 170127 一般

170727 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 釜石地区外電源設備工事 41 （株）明電舎　東京都品川区大崎２―
１―１

729,000,000 170424 一般 総合評価

170727 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 角南 国隆 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 ｱｲﾇ遺骨等の慰霊施設納骨壇購入 一式 26 （株）ＵＡＣＪ金属加工　東京都墨田
区両国２―10―８

35,316,000 170605 一般

170727 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 角南 国隆 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 ｱｲﾇ遺骨等の慰霊施設納骨壇購入 一式 26 （株）ＵＡＣＪ金属加工　東京都墨田
区両国２―10―８

35,316,000 170605 一般

170727 支出負担行為担当官 北海道開発局釧
路開発建設部長 桑島 隆一 （北海道
釧路市幸町10丁目３番地）

1 道路附属物等で使用する電気(低圧及
び従量電灯)一式

26 （株）いちたかガスワン　札幌市中央
区南８条西６丁目1036番地

18,651,450 170602 一般
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170727 支出負担行為担当官 北海道開発局釧
路開発建設部長 桑島 隆一 （北海道
釧路市幸町10丁目３番地）

1 道路附属物等で使用する電気(低圧及
び従量電灯)一式

26 （株）いちたかガスワン　札幌市中央
区南８条西６丁目1036番地

18,651,450 170602 一般

170727 支出負担行為担当官 北海道開発局室
蘭開発建設部長 平野 令緒 （北海道
室蘭市入江町１番地14）

1 室蘭開発建設部管内直流電源装置外製
造及び据付調整 一式

11 電通設備（株）　札幌市中央区南14条
西11丁目１番８号

12,960,000 170531 一般

170727 支出負担行為担当官 北海道開発局室
蘭開発建設部長 平野 令緒 （北海道
室蘭市入江町１番地14）

1 室蘭開発建設部管内直流電源装置外製
造及び据付調整 一式

11 電通設備（株）　札幌市中央区南14条
西11丁目１番８号

12,960,000 170531 一般

170727 支出負担行為担当官 北海道開発局室
蘭開発建設部長 平野 令緒 （北海道
室蘭市入江町１番地14）

1 樽前山火山ﾃﾚﾒｰﾀ装置外製造及び据付
調整 一式

14 山本電子工業（株）　北海道網走市駒
場南７丁目５番11号

52,380,000 170531 一般

170727 支出負担行為担当官 北海道開発局室
蘭開発建設部長 平野 令緒 （北海道
室蘭市入江町１番地14）

1 樽前山火山ﾃﾚﾒｰﾀ装置外製造及び据付
調整 一式

14 山本電子工業（株）　北海道網走市駒
場南７丁目５番11号

52,380,000 170531 一般

170727 支出負担行為担当官 北海道開発局網
走開発建設部長 鈴木 亘 （北海道網
走市新町２丁目６番１号）

1 網走開発建設部管内 ﾀｲﾔ購入 一式 5 東日本自動車タイヤ（株）　札幌市清
田区真栄一条１丁目１番23号

11,655,576 170526 一般

170727 支出負担行為担当官 北海道開発局網
走開発建設部長 鈴木 亘 （北海道網
走市新町２丁目６番１号）

1 網走開発建設部管内 ﾀｲﾔ購入 一式 5 東日本自動車タイヤ（株）　札幌市清
田区真栄一条１丁目１番23号

11,655,576 170526 一般

170728 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
後藤 浩平 （東京都千代田区大手町１
―３―４）

13 A重油購入(凌風丸分)4回目 210KL 2 商船三井テクノトレード株式会社　東
京都中央区京橋１―１―１

10,841,040 170224 一般

170728 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
後藤 浩平 （東京都千代田区大手町１
―３―４）

13 A重油購入(凌風丸分)4回目 210KL 2 商船三井テクノトレード株式会社　東
京都中央区京橋１―１―１

10,841,040 170224 一般

170728 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 主機関(MAND2842LE417型等)交換部品
買入

11 三菱ふそうトラック・バス（株）九州
ふそう北九州支店　福岡県北九州市小
倉北区西港町15番60号

28,944,000 170607 一般

170728 支出負担行為担当官 中国地方整備局
副局長 水谷 誠 （広島市中区東白島
町14―15）

34 港湾WANｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞ等賃貸借(29ｰ3) 14 ＩＢＪＬ東芝リース（株）　東京都港
区虎ノ門一丁目２番６号

19,999,224 170606 一般

170731 支出負担行為担当官 九州地方整備局
副局長 村岡 猛 （福岡市博多区博多
駅東２―10―７）

40 平成29年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨
港道路(橋梁)詳細設計

42 日本工営（株）福岡支店　福岡市博多
区東比恵１―２―12

183,276,000 170512 一般 総合評価

170731 支出負担行為担当官 九州地方整備局
副局長 村岡 猛 （福岡市博多区博多
駅東２―10―７）

40 平成29年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨
港道路(橋梁)詳細設計

42 日本工営（株）福岡支店　福岡市博多
区東比恵１―２―12

183,276,000 170512 一般 総合評価

170731 支出負担行為担当官 第五管区海上保
安本部長 石井 昌平 （兵庫県神戸市
中央区波止場町１―１）

28 主機関(MTU16V4000M93型)交換部品ｷｯﾄ
1式購入

11 富永物産株式会社　東京都中央区日本
橋本町３丁目６番２号

54,864,000 170607 一般

170731 支出負担行為担当官 第五管区海上保
安本部長 石井 昌平 （兵庫県神戸市
中央区波止場町１―１）

28 主機関(MTU16V4000M93型)交換部品ｷｯﾄ
1式購入

11 富永物産株式会社　東京都中央区日本
橋本町３丁目６番２号

54,864,000 170607 一般

170801 支出負担行為担当官 四国地方整備局
次長 元野 一生 （高松市サンポート
３番33号）

37 高知港海岸土質調査 42 応用地質（株）高知支店　高知市上町
２―５―１

123,984,000 170509 指名 総合評価

170801 支出負担行為担当官 大阪航空局長 干
山 善幸 （大阪府大阪市中央区大手前
４―１―76）

27 福岡空港駐機位置指示灯一式製造 16 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　東京
都文京区後楽２―６―１

378,000,000 170601 一般

170801 支出負担行為担当官 大阪航空局長 干
山 善幸 （大阪府大阪市中央区大手前
４―１―76）

27 福岡空港駐機位置指示灯一式製造 16 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　東京
都文京区後楽２―６―１

378,000,000 170601 一般

170801 支出負担行為担当官 中部地方整備局
副局長 守屋 正平 （名古屋市中区丸
の内２―１―36）

23 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)改良工
事(その2)

41 みらい・りんかい日産特定建設工事共
同企業体　名古屋市中川区月島町６―
１

1,273,104,000 170428 一般 総合評価

170801 支出負担行為担当官 北海道開発局札
幌開発建設部長 宮島 滋近 （札幌市
中央区北２条西19丁目）

1 調査船弁天丸定期整備 一式 77 小樽船用品（株）　北海道小樽市オタ
モイ１―８―１

30,240,000 170609 一般

170801 支出負担行為担当官 北海道開発局札
幌開発建設部長 宮島 滋近 （札幌市
中央区北２条西19丁目）

1 調査船弁天丸定期整備 一式 77 小樽船用品（株）　北海道小樽市オタ
モイ１―８―１

30,240,000 170609 一般

170801 支出負担行為担当官 北海道開発局札
幌開発建設部長 宮島 滋近 （札幌市
中央区北２条西19丁目）

1 連絡車(4×4､SUV)2台 17 札幌日産自動車（株）　札幌市中央区
大通西17―１―23

3,735,644 170609 一般 総合評価

170801 支出負担行為担当官 北海道開発局札
幌開発建設部長 宮島 滋近 （札幌市
中央区北２条西19丁目）

1 連絡車(4×4､SUV)2台 17 札幌日産自動車（株）　札幌市中央区
大通西17―１―23

3,735,644 170609 一般 総合評価

170801 支出負担行為担当官 北海道開発局札
幌開発建設部長 宮島 滋近 （札幌市
中央区北２条西19丁目）

1 連絡車(4×4､ｽﾃｰｼｮﾝﾜｺﾞﾝ)3台 17 （株）ホンダカーズ札幌中央　札幌市
白石区南郷通３―南７―13

5,301,207 170609 一般 総合評価
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170801 支出負担行為担当官 北海道開発局札
幌開発建設部長 宮島 滋近 （札幌市
中央区北２条西19丁目）

1 連絡車(4×4､ｽﾃｰｼｮﾝﾜｺﾞﾝ)3台 17 （株）ホンダカーズ札幌中央　札幌市
白石区南郷通３―南７―13

5,301,207 170609 一般 総合評価

170801 支出負担行為担当官 北海道開発局札
幌開発建設部長 宮島 滋近 （札幌市
中央区北２条西19丁目）

1 連絡車(4×4､ﾐﾆﾊﾞﾝ)5台 17 北海道日産自動車（株）　札幌市北区
北６条西５―３

11,216,500 170609 一般 総合評価

170801 支出負担行為担当官 北海道開発局札
幌開発建設部長 宮島 滋近 （札幌市
中央区北２条西19丁目）

1 連絡車(4×4､ﾐﾆﾊﾞﾝ)5台 17 北海道日産自動車（株）　札幌市北区
北６条西５―３

11,216,500 170609 一般 総合評価

170802 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
後藤 浩平 （東京都千代田区大手町１
―３―４）

13 凌風丸第二種中間検査修理 1隻 77 東北ドック鉄工株式会社　宮城県塩釜
市北浜４―14―１

96,984,000 170608 一般

170802 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
後藤 浩平 （東京都千代田区大手町１
―３―４）

13 凌風丸第二種中間検査修理 1隻 77 東北ドック鉄工株式会社　宮城県塩釜
市北浜４―14―１

96,984,000 170608 一般

170802 支出負担行為担当官 大阪航空局長 干
山 善幸 （大阪府大阪市中央区大手前
４―１―76）

27 長崎空港VOR/DME局舎ｷｭｰﾋﾞｸﾙ製造及び
設置

16 東芝インフラシステムズ株式会社関西
支社　大阪府大阪市北区角田町８―１

26,892,000 170612 一般

170802 支出負担行為担当官 大阪航空局長 干
山 善幸 （大阪府大阪市中央区大手前
４―１―76）

27 長崎空港VOR/DME局舎ｷｭｰﾋﾞｸﾙ製造及び
設置

16 東芝インフラシステムズ株式会社関西
支社　大阪府大阪市北区角田町８―１

26,892,000 170612 一般

170802 支出負担行為担当官 北海道開発局留
萌開発建設部長 山崎 真一 （北海道
留萌市寿町１丁目68番地）

1 一般国道40号 天塩町 天塩大橋A橋上
部工事

41 一般国道40号天塩町天塩大橋Ａ橋上部
工事ＪＦＥ・巴特定建設工事共同企業
体　代表者　ＪＦＥエンジニアリング
（株）　東京都千代田区丸の内１丁目
８番１号

2,122,524,000 170418 一般 総合評価

170803 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 第三種制服上衣1,820着ほか3点製造 7 山甚物産（株）　大阪府大阪市中央区
本町１丁目５番６号

30,569,400 170613 一般

170803 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 第四種制服上衣3,280着ほか3点製造 7 （株）武蔵富装　東京都千代田区神田
鍛冶町３丁目３番地５

66,679,200 170613 一般

170803 支出負担行為担当官 関東地方整備局
副局長 高田 昌行 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 ｿﾌﾄｳｪｱ購入 1式 14 株式会社トータル・サポート・システ
ム　茨城県つくば市諏訪Ｃ19街区６

23,628,240 170612 一般

170803 支出負担行為担当官 関東地方整備局
副局長 高田 昌行 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 ｿﾌﾄｳｪｱ購入 1式 14 株式会社トータル・サポート・システ
ム　茨城県つくば市諏訪Ｃ19街区６

23,628,240 170612 一般

170803 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 一関遊水地舞川水門新設工事 41 （株）鴻池組　大阪府大阪市中央区北
久宝寺町３―６―１

2,756,592,000 170501 一般 総合評価

170803 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 釜石地区外非常警報設備工事 41 コイト電工（株）　神奈川県横浜市戸
塚区前田町100

730,080,000 170506 一般 総合評価

170804 分任支出負担行為担当官 中部地方整
備局 紀勢国道事務所長 福田 光祐
（三重県松阪市鎌田町144―６）

24 紀勢国道事務所矢ﾉ川ﾄﾝﾈﾙ外6箇所で使
用する電気

26 株式会社みらい電力　名古屋市西区則
武新町４丁目３番12号

69,151,102.92 170612 一般

170807 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
副局長 長田 信 （神戸市中央区海岸
通29番地神戸地方合同庁舎）

28 神戸港ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ(第2期)地区航路(-
16m)第六南防波堤撤去工事

41 若築建設（株）大阪支店　大阪市中央
区久太郎町二丁目２番８号

747,360,000 170515 一般 総合評価

170807 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
副局長 長田 信 （神戸市中央区海岸
通29番地神戸地方合同庁舎）

28 神戸港ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ(第2期)地区航路(-
16m)第六南防波堤撤去工事

41 若築建設（株）大阪支店　大阪市中央
区久太郎町二丁目２番８号

747,360,000 170515 一般 総合評価

170807 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 釜石地区外情報表示設備工事 41 コイト電工（株）　神奈川県横浜市戸
塚区前田町100

521,640,000 170506 一般 総合評価

170808 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 自律型海洋観測装置8式ほか4点買入 24 （株）ハイドロシステム開発　大阪府
大阪市西区本田３丁目２―18

435,024,000 170616 一般

170808 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 信号運用装置1式ほか4点製造 16 長野日本無線（株）　長野県長野市稲
里町1163番地

28,620,000 170616 一般

170808 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 船舶動静把握CCTV装置19式ほか3点製
造

16 日本電気（株）　東京都港区芝５丁目
７番１号

259,200,000 170616 一般

170808 支出負担行為担当官 関東地方整備局
副局長 高田 昌行 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 東京国際空港C滑走路南側他地盤改良
工事 1式

41 株式会社大林組東京本店　東京都港区
港南２―15―２

3,110,400,000 170518 一般 総合評価

170808 支出負担行為担当官　九州地方整備局
長　増田　博行　（福岡市博多区博多
駅東２―10―７）

4 H29ｰ33幅広電子複写機賃貸借及び保守
一括調達 1式

14 株式会社ＪＥＣＣ（東京都千代田区丸
の内３―４―１）

871,884 月額 170616 一般

170808 支出負担行為担当官 大阪航空局長 干
山 善幸 （大阪府大阪市中央区大手前
４―１―76）

27 高松空港電力監視制御装置一式製造及
び設置

16 東芝インフラシステムズ株式会社関西
支社　大阪府大阪市北区角田町８―１

85,320,000 170608 一般
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170808 支出負担行為担当官 大阪航空局長 干
山 善幸 （大阪府大阪市中央区大手前
４―１―76）

27 高松空港電力監視制御装置一式製造及
び設置

16 東芝インフラシステムズ株式会社関西
支社　大阪府大阪市北区角田町８―１

85,320,000 170608 一般

170808 支出負担行為担当官 北海道開発局旭
川開発建設部長 樺澤 孝人 （北海道
旭川市宮前１条３丁目３番15号）

1 防災対策用ﾓﾊﾞｲﾙ機器1式外7件の借入
及び保守(単価契約)(電子入札対象案
件)

14 （株）岩崎旭川支店　北海道旭川市流
通団地２条５丁目36番地４

33,488,640 170614 一般

170809 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
後藤 浩平 （東京都千代田区大手町１
―３―４）

13 A重油購入(凌風丸分)5回目 84MT 2 伊藤忠エネクス株式会社　東京都港区
虎ノ門２―10―１

10,058,180 170224 一般

170809 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
後藤 浩平 （東京都千代田区大手町１
―３―４）

13 A重油購入(凌風丸分)5回目 84MT 2 伊藤忠エネクス株式会社　東京都港区
虎ノ門２―10―１

10,058,180 170224 一般

170809 支出負担行為担当官 大阪航空局長 干
山 善幸 （大阪府大阪市中央区大手前
４―１―76）

27 神戸航空衛星ｾﾝﾀｰ所内変圧器盤製造及
び設置

16 東芝インフラシステムズ株式会社関西
支社　大阪府大阪市北区角田町８―１

30,780,000 170619 一般

170809 支出負担行為担当官 大阪航空局長 干
山 善幸 （大阪府大阪市中央区大手前
４―１―76）

27 神戸航空衛星ｾﾝﾀｰ所内変圧器盤製造及
び設置

16 東芝インフラシステムズ株式会社関西
支社　大阪府大阪市北区角田町８―１

30,780,000 170619 一般

170809 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 国道45号大曽根地区舗装工事 41 大林道路（株）　東京都千代田区猿楽
町２―８―８

1,805,760,000 170425 一般 総合評価

170809 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 国道45号大槌地区舗装工事 41 フジタ道路（株）　東京都中央区晴海
１―８―10

1,879,200,000 170425 一般 総合評価

170809 支出負担行為担当官 北海道開発局旭
川開発建設部長 樺澤 孝人 （北海道
旭川市宮前１条３丁目３番15号）

1 凍結防止剤(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)3,000t(単価契
約)(電子入札対象案件)

26 エスケー産業（株）　札幌市白石区東
札幌１条４丁目８番１号

39,003,120 170616 一般

170810 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 測量船明洋定期修理 77 新潟造船（株）　新潟県新潟市中央区
入船町４丁目3776番地

23,760,000 170620 一般

170810 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 RCMｰ11A型無線電話監視装置等の部品
の購入

16 沖電気工業（株）　東京都港区虎ノ門
１―７―12

97,200,000 170620 一般

170810 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 TSRｰ07D型空港監視ﾚｰﾀﾞｰ装置の部品の
購入

16 日本電気（株）　東京都港区芝５―７
―１

36,126,000 170620 一般

170810 支出負担行為担当官 国土地理院長 村
上 広史 （茨城県つくば市北郷１番）

8 GNSS連続観測ｼｽﾃﾑ(GNSS受信装置更
新)1式

16 （株）トプコン　東京都板橋区蓮沼町
75―１

52,812,000 170612 一般

170810 支出負担行為担当官 第五管区海上保
安本部長 石井 昌平 （兵庫県神戸市
中央区波止場町１―１）

28 MTU主機関交換部品購入(単価契約) 11 サノヤス造船株式会社修繕船営業部
大阪市西成区南津守五丁目13番37号

75,600,000 170616 一般

170810 支出負担行為担当官 第五管区海上保
安本部長 石井 昌平 （兵庫県神戸市
中央区波止場町１―１）

28 MTU主機関交換部品購入(単価契約) 11 サノヤス造船株式会社修繕船営業部
大阪市西成区南津守五丁目13番37号

75,600,000 170616 一般

170810 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 国道45号船越地区舗装工事 41 大有建設（株）　大阪府大阪市浪速区
難波中２―10―70

1,649,160,000 170426 一般 総合評価

170810 支出負担行為担当官 北海道開発局釧
路開発建設部長 桑島 隆一 （北海道
釧路市幸町10丁目３番地）

1 凍結防止剤(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)購入(単価契
約)10,500t

26 道東塩業（株）　北海道釧路市星が浦
南１丁目６番３号

163,296,000 170616 一般

170815 支出負担行為担当官 第四管区海上保
安本部長 德永 重典 （愛知県名古屋
市港区入船２―３―12）

23 FRP製灯塔1基製造 26 セナーアンドバーンズ（株）神戸営業
所　兵庫県神戸市中央区栄町通３―６
―７

33,156,000 170622 一般

170816 支出負担行為担当官 関東地方整備局
副局長 高田 昌行 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 東京湾水環境改善に資する適合資材の
品質管理ﾏﾆｭｱﾙ検討業務 1式

42 一般財団法人みなと総合研究財団　東
京都港区虎ノ門３―１―10

107,967,600 170427 随意 b

170818 支出負担行為担当官 九州地方整備局
副局長 村岡 猛 （福岡市博多区博多
駅東２―10―７）

40 浚渫ﾎﾟﾝﾌﾟ電動機盤2組外1点 77 西芝電機（株）　兵庫県姫路市網干区
浜田1000

183,600,000 170630 一般

170818 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 CCSｰ14ｰ2B型通信制御装置2式の製造 15 明星電気（株）　東京都江東区豊洲３
―１―１

156,600,000 170606 一般

170818 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 CCSｰ14A型通信制御装置3式の製造 15 沖電気工業（株）　東京都港区虎ノ門
１―７―12

324,000,000 170606 一般

170818 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 CCSｰ2000A型通信制御装置6式の製造 15 日本無線（株）　東京都中野区中野４
―10―１

209,520,000 170606 一般

170818 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 ILSｰ91G型ILS装置6式の製造 15 東芝インフラシステムズ（株）　神奈
川県川崎市幸区堀川町72―34

1,333,800,000 170606 一般

170818 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 ORMｰ13型運用･信頼性管理装置2式の製
造

15 日本電気（株）　東京都港区芝５―７
―１

95,040,000 170606 一般
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170818 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 TDUｰ14型管制情報表示装置5式の製造 15 日本電気（株）　東京都港区芝５―７
―１

306,720,000 170606 一般

170821 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 送受波器20個改修作業 24 （株）東陽テクニカ　東京都中央区八
重洲１―１―６

50,652,000 170628 一般

170821 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 ASDEｰ14A型空港面監視ﾚｰﾀﾞｰ装置1式の
製造

15 三菱電機（株）　東京都千代田区丸の
内２―７―３

401,760,000 170606 一般

170821 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 CCSｰ16ｰ2型通信制御装置1式の製造 15 沖電気工業（株）　東京都港区虎ノ門
１―７―12

207,360,000 170606 一般

170821 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 DVORｰ07A型DｰVOR装置6式の製造 15 東芝インフラシステムズ（株）　神奈
川県川崎市幸区堀川町72―34

411,480,000 170606 一般

170821 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 TSRｰ17型空港監視ﾚｰﾀﾞｰ装置4式の製造 15 日本電気（株）　東京都港区芝５―７
―１

3,240,000,000 170606 一般

170821 支出負担行為担当官 国土交通省航空
局長 蝦名 邦晴 （東京都千代田区霞
が関２―１―３）

13 CCSｰ16ｰ2型通信制御装置1式の製造 15 沖電気工業（株）　東京都港区虎ノ門
１―７―12

207,360,000 170606 一般

170821 支出負担行為担当官 仙台管区気象台
長 大林 正典 （宮城県仙台市宮城野
区五輪１―３―15）

4 仙台第3合同庁舎で使用する電気の調
達 契約電力 448kW 予定使用電力量
2,378,346kWh

26 丸紅新電力（株）　東京都中央区日本
橋２―７―１

39,101,552 170628 一般

170821 支出負担行為担当官 中部地方整備局
副局長 守屋 正平 （名古屋市中区丸
の内２―１―36）

23 A重油9月分 予定数量 164KL 2 伊勢湾石油（株）　名古屋市港区港楽
１―２―３

52,920 170126 一般

170821 支出負担行為担当官 中部地方整備局
副局長 守屋 正平 （名古屋市中区丸
の内２―１―36）

23 軽油9月分 予定数量 26KL 2 伊勢湾石油（株）　名古屋市港区港楽
１―２―３

92,880 170126 一般

170822 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 集油装置7式買入 16 （株）ロックブリッジ　東京都足立区
西新井１―38―11

24,613,200 170630 一般

170822 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
長 池田 豊人 （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）

27 ﾃﾚﾒｰﾀ装置(的場山局他)製造及び据付
調整1式

14 西菱電機（株）大阪支社　大阪市北区
堂島浜２―２―８

311,040,000 170529 一般

170822 支出負担行為担当官　四国地方整備局
長　平井　秀輝　（香川県高松市サン
ポート３―33）

3 平成29ｰ33年度 行政ﾈｯﾄﾜｰｸ機器賃貸借
一式

14 ＩＢＪＬ東芝リース（株）　東京都港
区虎ノ門１―２―６

71,210,880 170619 一般

170822 支出負担行為担当官　大阪航空局長
干山　善幸　（大阪府大阪市中央区大
手前４―１―76）

2 長崎空港VOR/DME局舎ｷｭｰﾋﾞｸﾙ電力監視
制御装置一式製造及び設置

16 株式会社日立製作所関西支社　大阪市
北区中之島２―３―18

21,060,000 170628 一般

170823 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
副局長 長田 信 （神戸市中央区海岸
通29番地神戸地方合同庁舎）

28 船舶(港湾業務艇)｢きのかぜ｣修理 1式 77 （株）和田造船　京都府舞鶴市字和田
295番地の１

19,634,400 170531 一般

170823 支出負担行為担当官　国土技術政策総
合研究所長　藤田　光一　（茨城県つ
くば市旭１番地）

8 国土技術政策総合研究所構内で使用す
るｶﾞｽ(旭地区)一式

26 東京瓦斯（株）　東京都港区海岸１―
５―20

28,944,137 170621 一般

170823 支出負担行為担当官 第十一管区海上
保安本部長 宮崎 一巳 （沖縄県那覇
市港町２丁目11番地１号）

47 予備主機関整備部品(16PA4Vｰ200VGA
型)1式買入

26 新潟原動機株式会社　東京都千代田区
外神田２―14―５

16,524,000 170630 一般

170823 支出負担行為担当官　北海道開発局旭
川開発建設部長　樺澤　孝人　（北海
道旭川市宮前１条３丁目３番15号）

1 旭川開発建設部管内 道路附属物で使
用する電気(低圧)一式

26 （株）いちたかガスワン　札幌市中央
区南８条西６丁目1036番地26,630,924
円

26,630,924 170630 一般

170823 支出負担行為担当官　北海道開発局帯
広開発建設部長　河畑　俊明　（北海
道帯広市西４条南８丁目）

1 河川ﾃﾚﾒｰﾀ装置製造及び据付調整 一式 14 山本電子工業（株）　北海道網走市駒
場南７丁目５番11号

7,884,000 170630 一般

170823 支出負担行為担当官　北海道開発局帯
広開発建設部長　河畑　俊明　（北海
道帯広市西４条南８丁目）

1 帯広開発建設部管内 道路附属物で使
用する電気一式

26 （株）ＳＥウイングズ　北海道苫小牧
市字弁天504番地４

35,266,719 170630 一般

170823 支出負担行為担当官 北海道開発局函
館開発建設部長 菊池 一雄 （北海道
函館市大川町１番27号）

1 函館開発建設部管内道路附属物で使用
する電気(低圧)一式

26 （株）いちたかガスワン　札幌市中央
区南８条西６丁目1036番

31,718,796 170627 一般

170824 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 EINGINE(PT6Aｰ60A型)2台整備 77 ＭＨＩエアロエンジンサービス（株）
愛知県小牧市大字東田中1200番地

27,324,000 170703 一般

170824 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 ENGINE(PW123E型)1台整備 77 双日エアロスペース（株）　東京都千
代田区丸の内１―８―３

30,434,400 170703 一般

170824 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 MLG YOKE ASSY2個ほか4点整備 77 （株）ＪＡＬＵＸ　東京都港区港南１
―２―70

12,873,600 170703 一般
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170824 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 角南 国隆 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 ｿﾌﾄｳｪｱﾗｲｾﾝｽ購入 14 （株）ＨＢＡ　札幌市中央区北４条西
７丁目１―８

17,824,579 170619 一般

170825 支出負担行為担当官 四国地方整備局
次長 元野 一生 （高松市サンポート
３番33号）

37 高知港三里地区防波堤(東第一)築造工
事

41 東亜・大本特定建設工事共同企業体
代表者　東亜建設工業（株）四国支店
高松市丸の内４―９

1,292,053,172 170613 一般 総合評価

170828 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 主機関交換部品ｷｯﾄ(MTU8V2000M93型右
舷機用)ほか1点買入

11 富永物産（株）　姫路事業所　兵庫県
姫路市大津区勘兵衛町１―158

59,076,000 170704 一般

170828 支出負担行為担当官　中国地方整備局
長　川崎　茂信　（広島県広島市中区
上八丁堀６―30）

3 統一河川情報処理装置 1式 14 日本無線株式会社　東京都三鷹市牟礼
６―21―11

53,892,000 170626 一般

170829 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 3,690kWﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関2台ほか4点買入 11 新潟原動機（株）　東京都千代田区外
神田２―14―５

357,480,000 170707 一般

170829 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 ﾋﾞﾃﾞｵ編集機2式ほか1点買入 16 加賀ソルネット（株）東京都中央区八
丁堀３―27―10

14,294,880 170706 一般

170829 支出負担行為担当官　近畿地方整備局
長　池田　豊人　（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）

2 統一河川情報ｼｽﾃﾑ製造及び据付調整1
式

14 日本無線（株）関西支社　大阪市北区
梅田３―４―５

160,920,000 170620 一般 総合評価

170829 支出負担行為担当官　近畿地方整備局
長　池田　豊人　（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）

2 流水管理ｼｽﾃﾑ製造及び据付調整1式 14 富士通エフ・アイ・ピー（株）関西支
社　大阪市北区中之島２―２―２

25,742,880 170620 一般

170829 支出負担行為担当官　九州地方整備局
副局長　村岡　猛　（福岡市博多区博
多駅東２―10―７）

4 平成29年度船舶(調査観測兼清掃船)｢
海輝｣修理工事 1式

77 島原ドック協業組合　長崎県島原市湊
町５―２

35,856,000 170704 一般

170830 支出負担行為担当官　大阪航空局長
干山　善幸　（大阪府大阪市中央区大
手前４―１―76）

2 出雲空港庁舎昇降機設備(製造･設置･
調整)

16 株式会社日立ビルシステム関西支社
大阪市北区堂島浜１―２―１

16,092,000 170707 一般

170831 支出負担行為担当官　関東地方整備局
長　泊　宏　（埼玉県さいたま市中央
区新都心２番地１）

1 H29ｰ33管内ｸﾗｲｱﾝﾄPCで使用する共通ｿﾌ
ﾄの使用権

26 （株）大塚商会北関東ＬＡ販売課　埼
玉県さいたま市中央区上落合８―１―
19

273,026,818 170630 一般

170831 支出負担行為担当官　関東地方整備局
長　泊　宏　（埼玉県さいたま市中央
区新都心２番地１）

1 H29関東地方整備局防災用ﾊﾟｿｺﾝ等1式
購入

14 富士電機ＩＴソリューション（株）
東京都千代田区外神田６―15―12

12,063,124 170630 一般

170831 支出負担行為担当官　関東地方整備局
副局長　高田　昌行　（横浜市中区北
仲通５―57）

1 千葉港清掃兼油回収船｢べいくりん｣点
検整備業務 1式

77 小湊造船株式会社　千葉県袖ヶ浦市南
袖９

35,532,000 170630 一般

170831 支出負担行為担当官　第八管区海上保
安本部長　榎本　猶一　（京都府舞鶴
市字下福井901番地）

2 A舞鶴海上保安部第三埠頭巡視船給電
施設で使用する電気 予定数量
873,470kWh

26 株式会社Ｆ―Ｐｏｗｅｒ　東京都港区
六本木一丁目８番７号

12,234,350 170705 一般

170831 支出負担行為担当官　北海道開発局稚
内開発建設部長　和田　忠幸　（北海
道稚内市末広５丁目６番１号）

1 稚内開発建設部管内 道路附属物で使
用する電気(低圧)一式

26 北海道瓦斯（株）　札幌市中央区大通
西７丁目３番地１

6,684,297 170621 一般

170831 分任支出負担行為担当官　九州地方整
備局　遠賀川河川事務所長　浦山　洋
一　（福岡県直方市溝堀１―１―１）

4 遠賀川河川事務所庁舎外1箇所で使用
する電気

26 伊藤忠エネクス（株）　東京都港区虎
ノ門２丁目10番１号

12,367,464 170710 一般

170831 分任支出負担行為担当官　東北地方整
備局　三陸国道事務所長　田中　誠柳
（岩手県宮古市藤の川４―１）

3 久慈洋野地区伐採作業 89 県南造園土木（株）　岩手県奥州市水
沢区真城字北塩加羅157番地１

97,200,000 170630 一般

170831 分任支出負担行為担当官　東北地方整
備局　三陸国道事務所長　田中　誠柳
（岩手県宮古市藤の川４―１）

3 洋野地区伐採作業 89 （株）米内造園　岩手県久慈市大川目
町第12地割65番地の１

116,640,000 170630 一般

170831 分任支出負担行為担当官　東北地方整
備局　三陸国道事務所長　田中　誠柳
（岩手県宮古市藤の川４―１）

3 洋野北地区伐採作業 89 久慈地方森林組合　岩手県久慈市長内
町第42地割９番地７

91,800,000 170630 一般

170901 支出負担行為担当官　四国運輸局長
瀬部　充一　（香川県高松市松島町１
丁目17番33号）

3 什器類一式の購入 23 コクヨ山陽四国販売株式会社　岡山県
岡山市北区磨屋町３番10号

40,284,000 170712 一般

170901 支出負担行為担当官　中国地方整備局
長　川崎　茂信　（広島県広島市中区
上八丁堀６―30）

3 ﾃﾚﾒｰﾀ装置 1式 14 株式会社芝通　広島県広島市中区河原
町10―５

45,792,000 170703 一般

170901 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　鬼怒川ダム統合管理事務所長菱
田　晃　（栃木県宇都宮市平出工業団
地14―３）

9 鬼怒川ﾀﾞﾑ統合管理事務所管内で使用
する電気

26 東京電力エナジーパートナー（株）
東京都千代田区内幸町１―１―３

80,928,107 170630 一般

170901 分任支出負担行為担当官　東北地方整
備局　三陸国道事務所長　田中　誠柳
（岩手県宮古市藤の川４―１）

3 田野畑野田地区伐採作業 89 （有）山愛緑化　岩手県花巻市西宮野
目第９地割141番地１

55,080,000 170630 一般
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170901 分任支出負担行為担当官　東北地方整
備局　三陸国道事務所長　田中　誠柳
（岩手県宮古市藤の川４―１）

3 野田久慈地区伐採作業 89 野田村森林組合　岩手県九戸郡野田村
大字野田第14地割67番地１

70,340,400 170630 一般

170905 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 ｶﾞｿﾘﾝﾎﾟﾝﾌﾟ(Bｰ2級)11台ほか1点買入 11 東京物産（株）　東京都千代田区丸の
内２―２―３

39,830,400 170713 一般

170905 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 救命胴衣382着ほか1点買入 5 三洋商事（株）　東京都中央区新川１
―17―25

27,813,996 170713 一般

170905 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 白色防舷物(特型)6個ほか3点買入 5 トーエイ（株）　東京都新宿区四谷２
―５―17

9,493,200 170713 一般

170906 支出負担行為担当官　大阪航空局長
干山　善幸　（大阪府大阪市中央区大
手前４―１―76）

2 神戸航空衛星ｾﾝﾀｰI系250kVA無停電電
源装置外1点(製造･設置･調整)

16 富士電機株式会社関西支社　大阪市北
区大深町３―１

133,920,000 170508 一般

170906 支出負担行為担当官　北陸地方整備局
長　小俣　篤　（新潟県新潟市中央区
美咲町１丁目１番１号）

1 平成29年度 金沢管内梯川系ﾃﾚﾒｰﾀ装置
一式製造

14 株式会社ほくつう　石川県金沢市問屋
町１丁目65番地

28,000,000 170704 一般

170907 支出負担行為担当官　九州地方整備局
副局長　村岡　猛　（福岡市博多区博
多駅東２―10―７）

4 平成29年度A重油(9~10月分) 2 商船三井テクノトレード（株）九州支
店　福岡県北九州市若松区本町２―17
―１

51,624 170222 一般

170907 支出負担行為担当官　大阪航空局長
干山　善幸　（大阪府大阪市中央区大
手前４―１―76）

2 福岡空港第2TSR40kVA無停電電源装置
(製造･設置･調整)

16 富士電機株式会社関西支社　大阪市北
区大深町３―１

21,492,000 170510 一般

170907 支出負担行為担当官　第一管区海上保
安本部長　岩崎　俊一　（北海道小樽
市港町５―２）

1 A重油買入 10~12月分(根室港及び花咲
港)予定数量 120KL

2 根室石油株式会社　北海道根室市鳴海
町４丁目20番地

9,914,400 170117 一般

170907 支出負担行為担当官　第一管区海上保
安本部長　岩崎　俊一　（北海道小樽
市港町５―２）

1 A重油買入 10~3月分(釧路港)予定数量
1630KL

2 北日本石油株式会社　釧路販売支店
北海道釧路市文苑１丁目22番11号

131,149,800 170117 一般

170907 支出負担行為担当官　第一管区海上保
安本部長　岩崎　俊一　（北海道小樽
市港町５―２）

1 A重油買入 10~3月分(室蘭港)予定数量
360KL

2 栗林石油株式会社　北海道室蘭市入江
町１番地19

27,021,600 170117 一般

170907 支出負担行為担当官　第一管区海上保
安本部長　岩崎　俊一　（北海道小樽
市港町５―２）

1 A重油買入 10~3月分(十勝港)予定数量
120KL

2 日勝シェル石油株式会社　北海道広尾
郡本通４丁目２番地

9,694,080 170117 一般

170907 支出負担行為担当官　第一管区海上保
安本部長　岩崎　俊一　（北海道小樽
市港町５―２）

1 A重油買入 10~3月分(小樽港)予定数量
770KL

2 六光石油株式会社　北海道小樽市色内
２丁目４番２号

61,954,200 170117 一般

170907 支出負担行為担当官　第一管区海上保
安本部長　岩崎　俊一　（北海道小樽
市港町５―２）

1 A重油買入 10~3月分(稚内港)予定数量
890KL

2 道北エア・ウォーター（株）稚内サー
ビスセンター　北海道稚内市潮見２丁
目２番15号

72,090,000 170117 一般

170907 支出負担行為担当官　第一管区海上保
安本部長　岩崎　俊一　（北海道小樽
市港町５―２）

1 A重油買入 10~3月分(函館港)予定数量
1070KL

2 協和石油株式会社　北海道函館市末広
町21番17号

86,092,200 170117 一般

170907 支出負担行為担当官　第一管区海上保
安本部長　岩崎　俊一　（北海道小樽
市港町５―２）

1 A重油買入 10~3月分(網走港)予定数量
90KL

2 株式会社　新谷商店　北海道網走市北
４条東２丁目１番地２

7,435,800 170117 一般

170907 支出負担行為担当官　第一管区海上保
安本部長　岩崎　俊一　（北海道小樽
市港町５―２）

1 A重油買入 10~3月分(紋別港)予定数量
110KL

2 北海道エネルギー（株）道北支店　紋
別営業所　北海道紋別市潮見町１丁目
５番11号

8,945,640 170117 一般

170907 支出負担行為担当官　第一管区海上保
安本部長　岩崎　俊一　（北海道小樽
市港町５―２）

1 A重油買入 10~3月分(羅臼港)予定数量
190KL

2 羅臼石油株式会社　北海道目梨郡羅臼
町本町71番地14

13,338,000 170117 一般

170907 支出負担行為担当官　第一管区海上保
安本部長　岩崎　俊一　（北海道小樽
市港町５―２）

1 A重油買入 10~3月分(留萌港)予定数量
110KL

2 三協石油株式会社　北海道留萌市栄町
２丁目２番６号

7,187,400 170117 一般

170907 支出負担行為担当官　北海道開発局開
発監理部長　角南　国隆　（札幌市北
区北８条西２丁目）

1 高規格道路情報ｼｽﾃﾑ改修 一式 14 パナソニックシステムソリューション
ズジャパン（株）　福岡市博多区美野
島４丁目１番62号82,080,000円

82,080,000 170703 一般

170907 支出負担行為担当官　北海道開発局釧
路開発建設部長　桑島　隆一　（北海
道釧路市幸町10丁目３番地）

1 連絡車(4×4､SUV)4台交換契約 17 帯広日産自動車（株）　北海道帯広市
大通南29丁目２番地

7,764,486 170707 一般 総合評価

170907 支出負担行為担当官　北海道開発局釧
路開発建設部長　桑島　隆一　（北海
道釧路市幸町10丁目３番地）

1 連絡車(4×4､ｽﾃｰｼｮﾝﾜｺﾞﾝ)2台購入契約 17 北海道マツダ販売（株）　札幌市中央
区北２条東１丁目１番地

4,207,260 170707 一般 総合評価

170907 支出負担行為担当官　北海道開発局小
樽開発建設部長　柳原　優登　（北海
道小樽市潮見台１丁目15番５号）

1 凍結防止剤(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)5,200t購入(単
価契約)

26 ロイヤルジャパン（株）　北海道小樽
市新光５丁目２番地１

56,721,600 170714 一般

170907 支出負担行為担当官　北陸地方整備局
長　小俣　篤　（新潟県新潟市中央区
美咲町１丁目１番１号）

1 凍結防止剤(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)購入その1単価
契約

26 株式会社Ｋ＆Ａ環境システム　埼玉県
所沢市東狭山ヶ丘１―27―８

13,300 170712 一般
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170907 支出負担行為担当官　北陸地方整備局
長　小俣　篤　（新潟県新潟市中央区
美咲町１丁目１番１号）

1 凍結防止剤(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)購入その2単価
契約

26 株式会社Ｋ＆Ａ環境システム　埼玉県
所沢市東狭山ヶ丘１―27―８

13,900 170712 一般

170907 支出負担行為担当官　北陸地方整備局
長　小俣　篤　（新潟県新潟市中央区
美咲町１丁目１番１号）

1 凍結防止剤(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)購入その3単価
契約

26 近藤産業株式会社　新潟県長岡市大島
本町３―333

13,980 170712 一般

170907 支出負担行為担当官　北陸地方整備局
長　小俣　篤　（新潟県新潟市中央区
美咲町１丁目１番１号）

1 凍結防止剤(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)購入その4単価
契約

26 日栄商事株式会社　石川県金沢市南新
保町ロ35番地

14,800 170712 一般

170907 支出負担行為担当官　北陸地方整備局
長　小俣　篤　（新潟県新潟市中央区
美咲町１丁目１番１号）

1 凍結防止剤(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)購入その5単価
契約

26 日栄商事株式会社　石川県金沢市南新
保町ロ35番地

15,300 170712 一般

170908 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 BRUSH 8個ほか196点買入(単価契約) 19 （株）ジャムコ　東京都三鷹市大沢６
―11―25

73,300,839 170718 一般

170908 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 UP SEAL RING 5個ほか218点買入(単価
契約)

19 エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン
（株）　東京都港区六本木６―10―１

96,487,200 170718 一般

170908 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 小型飛行機5機購入 19 （株）ジャプコン　岡山県岡山市南区
浦安南町673番地

410,000,000 170719 一般

170908 支出負担行為担当官　気象庁総務部長
後藤　浩平　（東京都千代田区大手町
１―３―４）

1 南鳥島気象観測所への補給のための傭
船 1式

54 株式会社日新　東京都千代田区三番町
５

30,240,000 170705 一般

170908 支出負担行為担当官　近畿地方整備局
副局長　長田　信　（神戸市中央区海
岸通29番地神戸地方合同庁舎）

2 港湾情報処理ｼｽﾃﾑ用ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ賃
貸借 1式

14 （株）ＪＥＣＣ　東京都千代田区丸の
内三丁目４番１号

43,390,080 170705 一般

170908 支出負担行為担当官　近畿地方整備局
副局長　長田　信　（神戸市中央区海
岸通29番地神戸地方合同庁舎）

2 船舶(海面清掃兼油回収船)｢ｸﾘｰﾝはり
ま｣外2隻修理 1式

5 サノヤス造船（株）　大阪市北区中之
島三丁目３番23号

113,400,000 170710 一般

170908 支出負担行為担当官　九州地方整備局
長　増田　博行　（福岡市博多区博多
駅東２―10―７）

4 平成29ｰ32年度給与厚生ｻｰﾊﾞ1式賃貸借
1式

14 株式会社ＪＥＣＣ（東京都千代田区丸
の内３―４―１）

264,168 月額 170713 一般

170908 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 飛行検査装置部品(CJ4型機
用)(GRAPHIC COLOR MONITOR 1個 他12
点)の購入

19 兼松（株）　神戸市中央区伊藤町119 123,436,645 170626 随意

170908 支出負担行為担当官　第一管区海上保
安本部長　岩崎　俊一　（北海道小樽
市港町５―２）

1 軽油(免税)買入 10~12月分(江差港)予
定数量 50KL

2 株式会社三洋石油商会　北海道桧山郡
江差町字姥神町159番地の７

3,693,600 170117 一般

170908 支出負担行為担当官　第一管区海上保
安本部長　岩崎　俊一　（北海道小樽
市港町５―２）

1 軽油(免税)買入 10~12月分(根室港及
び花咲港)予定数量 140KL

2 根室石油株式会社　北海道根室市鳴海
町４丁目20番地

13,290,480 170117 一般

170908 支出負担行為担当官　第一管区海上保
安本部長　岩崎　俊一　（北海道小樽
市港町５―２）

1 軽油(免税)買入 10~12月分(小樽港)予
定数量 70KL

2 六光石油株式会社　北海道小樽市色内
２丁目４番２号

5,239,080 170117 一般

170908 支出負担行為担当官　第一管区海上保
安本部長　岩崎　俊一　（北海道小樽
市港町５―２）

1 軽油(免税)買入 10~12月分(羅臼港)予
定数量 60KL

2 羅臼アポロ石油株式会社　北海道目梨
郡羅臼町船見町45番地

4,244,400 170117 一般

170908 支出負担行為担当官　中国地方整備局
長　川崎　茂信　（広島県広島市中区
上八丁堀６―30）

3 統一河川情報処理装置 1式 14 富士通株式会社　神奈川県川崎市中原
区上小田中４―１―１

46,483,200 170710 一般

170911 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 MAGNETIC SEAL 17個ほか117点買入(単
価契約)

19 （株）Ｊａｐａｎ　Ｇｅｎｅｒａｌ
Ａｖｉａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ
東京都港区北青山３―６―７

61,669,653 170718 一般

170911 支出負担行為担当官　気象庁総務部長
後藤　浩平　（東京都千代田区大手町
１―３―４）

1 大気混濁度観測装置の製作及び取付調
整(札幌･南鳥島)1式

24 株式会社プリード　東京都あきる野市
草花1117番イ号地

31,320,000 170718 一般

170911 支出負担行為担当官　大阪航空局長
干山　善幸　（大阪府大阪市中央区大
手前４―１―76）

2 空港用高速路面清掃車2台購入(高松･
大分空港向け)

17 株式会社加藤製作所　東京都品川区東
大井１―９―37

55,789,380 170714 一般

170912 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 BAG ASSY 10個ほか198点買入(単価契
約)

19 （株）ＪＡＬＵＸ　東京都港区港南１
―２―70

113,248,800 170718 一般

170912 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 ISOLATION MOUNT 10個ほか108点買入
(単価契約)

19 伊藤忠アビエーション（株）　東京都
港区赤坂２―９―11

19,463,544 170718 一般

170912 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 ﾛｰﾌﾟ(70mm)400ﾒｰﾄﾙほか24点買入 7 トーエイ（株）　東京都新宿区四谷２
―５―17

27,905,580 170721 一般

170912 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 国旗(2巾)4枚ほか420点買入 7、26 神山産業（株）　東京都港区新橋４―
５―１

44,280,000 170721 一般
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170912 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 枕305個ほか6点買入 7 山甚物産（株）　東京都千代田区神田
小川町１―１

21,235,824 170721 一般

170912 支出負担行為担当官 第十管区海上保
安本部長 星 澄男 （鹿児島市東郡元
町４―１）

46 A重油10〜3月分買入(鹿児島港)予定数
量2,700KL

2 岩崎産業（株）　鹿児島市山下町９―
５

77.220 ／L 161111 一般

170912 支出負担行為担当官 第十管区海上保
安本部長 星 澄男 （鹿児島市東郡元
町４―１）

46 A重油ほか1点10〜3月分買入(名瀬港)
予定数量 仕様書による

2 竹山産業開発（株）　鹿児島県奄美市
名瀬小俣町29―25

137,003,400 ／L 161111 一般

170912 支出負担行為担当官 第十管区海上保
安本部長 星 澄男 （鹿児島市東郡元
町４―１）

46 軽油(免税)10〜3月分買入(牛深港)予
定数量150KL

2 中村石油（株）　熊本県天草市牛深町
2286

79.920 ／L 161111 一般

170912 支出負担行為担当官 第十管区海上保
安本部長 星 澄男 （鹿児島市東郡元
町４―１）

46 軽油(免税)10〜3月分買入(鹿児島港)
予定数量3,000KL

2 南西石油（株）　鹿児島市南林寺町18
―４

63.720 ／L 161111 一般

170912 支出負担行為担当官 第十管区海上保
安本部長 星 澄男 （鹿児島市東郡元
町４―１）

46 特内燃機油ほか6点買入(10〜3月分鹿
児島)予定数量 仕様書による

2 林兼石油（株）鹿児島支店　鹿児島市
真砂町34―８

12,169,224 161111 一般

170912 支出負担行為担当官　北海道開発局旭
川開発建設部長　樺澤　孝人　（北海
道旭川市宮前１条３丁目３番15号）

1 ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(4×4､G､高規格道路対応型)2
台外1台(交換契約)

17 北海道スバル（株）旭川神居店　北海
道旭川市神居５条１丁目１番27号

15,427,999 170712 一般

170912 支出負担行為担当官　北海道開発局札
幌開発建設部長　宮島　滋近　（札幌
市中央区北２条西19丁目）

1 札幌開発建設部管内 凍結防止剤(塩化
ﾅﾄﾘｳﾑ)(単価契約)9,000t

26 エスケー産業（株）　札幌市白石区東
札幌１条４―８―１

104,490,000 170721 一般

170912 分任支出負担行為担当官　東北地方整
備局　能代河川国道事務所長　坂憲浩
（秋田県能代市鰄渕字一本柳97―１）

5 能代河川国道事務所庁舎で使用する電
気

26 シナネン（株）　東京都港区海岸１―
４―22

12,887,888 170710 一般

170913 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 BACK UP RING 10個ほか141点買入(単
価契約)

19 三井物産エアロスペース（株）　東京
都港区芝公園２―４―１

37,062,316 170718 一般

170913 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 MAIN ROTOR BLADE 2個ほか51点買入 19 Ｂｅｌｌ　Ｈｅｌｉｃｏｐｔｅｒ
（株）　東京都渋谷区恵比寿４―20―
３

62,640,000 170718 一般

170913 支出負担行為担当官　北海道開発局室
蘭開発建設部長　平野　令緒　（北海
道室蘭市入江町１番地14）

1 凍結防止剤(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)5,800t(単価契
約)

26 エスケー産業（株）　札幌市白石区東
札幌１条４―８―１

63,892,800 170719 一般

170913 支出負担行為担当官　北海道開発局函
館開発建設部長　菊池　一雄　（北海
道函館市大川町１番27号）

1 連絡車(4×4､SUV)3台購入(交換契約) 17 函館日産自動車（株）　北海道函館市
石川町60番地

6,180,680 170710 一般 総合評価

170913 支出負担行為担当官　北海道開発局函
館開発建設部長　菊池　一雄　（北海
道函館市大川町１番27号）

1 連絡車(4×4､ｽﾃｰｼｮﾝﾜｺﾞﾝ)3台購入(交
換契約)

17 北海道スバル（株）　札幌市西区西町
南14丁目１番１号

6,190,937 170710 一般 総合評価

170913 支出負担行為担当官　北海道開発局函
館開発建設部長　菊池　一雄　（北海
道函館市大川町１番27号）

1 連絡車(4×4､ﾐﾆﾊﾞﾝ)2台購入 17 函館日産自動車（株）　北海道函館市
石川町60番地

4,445,940 170710 一般 総合評価

170914 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 ENGINE(BR700ｰ710A1ｰ10型)1台整備 77 新東亜交易（株）　東京都千代田区丸
の内１―６―１

386,154,000 170718 一般

170914 支出負担行為担当官　第五管区海上保
安本部長　石井　昌平　（兵庫県神戸
市中央区波止場町１―１）

2 徳島海上保安部船艇基地ほか5箇所で
使用する電気

26 株式会社パネイル　東京都千代田区大
手町１丁目５番１号

15,177,277 170725 一般

170914 支出負担行為担当官　東北地方整備局
長　津田　修一　（宮城県仙台市青葉
区本町３―３―１）

4 防舷材製造 26 シバタ工業（株）　兵庫県明石市魚住
町中尾1058

249,700,000 170711 一般

170914 支出負担行為担当官　北海道開発局開
発監理部長　角南　国隆　（札幌市北
区北８条西２丁目）

1 ﾛｰﾀﾘ除雪車(2.6m級､一車線積込型)1台 17 （株）日本除雪機製作所　札幌市手稲
区曙５条５丁目１番10号

47,520,000 170718 一般

170914 支出負担行為担当官　北海道開発局開
発監理部長　角南　国隆　（札幌市北
区北８条西２丁目）

1 光ﾈｯﾄﾜｰｸ監視ｼｽﾃﾑ製造及び据付調整
一式

14 古河電気工業（株）　東京都千代田区
丸の内２丁目２番３号

68,040,000 170718 一般

170914 支出負担行為担当官　北海道開発局開
発監理部長　角南　国隆　（札幌市北
区北８条西２丁目）

1 小形除雪車(1.5m級､兼用式､74kW級)1
台

17 （株）日本除雪機製作所　札幌市手稲
区曙５条５丁目１番10号

28,976,400 170718 一般

170914 支出負担行為担当官　北陸地方整備局
長　小俣　篤　（新潟県新潟市中央区
美咲町１丁目１番１号）

1 平成29年度 統一河川情報ｼｽﾃﾑ装置(金
沢)一式製造

14 株式会社ほくつう　石川県金沢市問屋
町１丁目65番地

45,500,000 170719 一般

170914 支出負担行為担当官　北陸地方整備局
長　小俣　篤　（新潟県新潟市中央区
美咲町１丁目１番１号）

1 平成29年度 統一河川情報ｼｽﾃﾑ装置(湯
沢砂防)一式製造

14 日本無線株式会社北陸支店　新潟県新
潟市中央区弁天橋通３丁目１番５号

14,300,000 170719 一般

170915 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 COVER CUSHION BACK 1個ほか63点買入 19 （株）ティー・エム・シー・インター
ナショナル　東京都渋谷区広尾２―１
―15

19,872,367 170718 一般
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170915 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 WINDSHIELD ASSY LH 1個ほか57点買入 19 丸紅エアロスペース（株）　東京都千
代田区有楽町１―１―３

34,851,600 170718 一般

170915 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 ｶﾞｽﾏｽｸ(8型)74個ほか1点買入 26 神山産業（株）　東京都港区新橋４―
５―１

20,560,500 170726 一般

170915 支出負担行為担当官　九州地方整備局
長　増田　博行　（福岡市博多区博多
駅東２―10―７）

4 平成29年度ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄ(PDF変換)一
式調達

14 富士ゼロックス福岡（株）　福岡市博
多区博多駅前１丁目６番16号
37,120,032円

37,120,032 170725 一般

170915 支出負担行為担当官　第五管区海上保
安本部長　石井　昌平　（兵庫県神戸
市中央区波止場町１―１）

2 神戸海上保安部新港第1突堤船艇基地
ほか11箇所で使用する電気

26 株式会社Ｆ―Ｐｏｗｅｒ　東京都港区
六本木一丁目８番７号

40,044,572 170726 一般

170919 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 大型巻揚機4式整備 77 （株）サービスエンジニアリング東京
都江東区北砂３―１―15

24,300,000 170727 一般

170919 支出負担行為担当官　近畿地方整備局
長　池田　豊人　（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）

2 Xﾊﾞﾝﾄﾞﾚｰﾀﾞ合成処理装置製造及び据付
調整1式

14 日本無線（株）関西支社　大阪市北区
梅田３―４―５

19,440,000 170711 一般

170919 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 航空機部品(CJ4型機用)(TDRｰ94D
TRANSPONDER 1個 他23点)の購入

19 岡山航空（株）　岡山市南区浦安南町
673

184,221,000 170728 一般

170920 支出負担行為担当官　近畿地方整備局
長　池田　豊人　（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）

2 出力機器等最適配置調査及び出力ｻｰﾋﾞ
ｽ提供等業務(H29)

14 リコージャパン（株）販売事業本部関
西ＭＡ事業部　大阪市中央区本町橋１
―５

521,537,022 170703 一般 総合評価

170920 支出負担行為担当官　大阪航空局長
干山　善幸　（大阪府大阪市中央区大
手前４―１―76）

2 那覇空港移動物件監視装置性能向上機
材一式の製造

15 日本電気株式会社関西支社　大阪市中
央区城見１―４―24

88,560,000 170724 一般

170920 支出負担行為担当官　中部地方整備局
副局長　守屋　正平　（名古屋市中区
丸の内２―１―36）

2 軽油10月分 予定数量 28KL 2 伊勢湾石油（株）　名古屋市港区港楽
１―２―３

92,880 170126 一般

170920 支出負担行為担当官　北海道開発局室
蘭開発建設部長　平野　令緒　（北海
道室蘭市入江町１番地14）

1 室蘭開発建設部管内 海象観測監視表
示装置外購入及び据付 一式

14 （株）岩崎　札幌市中央区北４条東２
―１

33,048,000 170726 一般

170920 支出負担行為担当官　北海道開発局帯
広開発建設部長　河畑　俊明　（北海
道帯広市西４条南８丁目）

1 光伝送装置外製造及び据付調整 一式 14 日本電気（株）札幌市中央区大通西４
丁目１番地

33,480,000 170728 一般

170920 支出負担行為担当官　北海道開発局帯
広開発建設部長　河畑　俊明　（北海
道帯広市西４条南８丁目）

1 道路ﾃﾚﾒｰﾀ装置製造及び据付調整 一式 14 北海道三菱電機販売（株）　札幌市東
区北24条東２丁目５番15号

10,152,000 170728 一般

170920 支出負担行為担当官　北海道開発局函
館開発建設部長　菊池　一雄　（北海
道函館市大川町１番27号）

1 凍結防止剤(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)4,200t単価契
約

26 ロイヤルジャパン（株）　北海道小樽
市新光５丁目２番地１

51,120,720 170725 一般

170921 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 120kVAﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置2式ほか4点買
入

11 ヤンマー（株）　大阪府大阪市北区茶
屋町１番32号

18,964,800 170801 一般

170921 支出負担行為担当官　近畿地方整備局
長　池田　豊人　（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）

2 ﾈｯﾄﾜｰｸ装置製造及び据付調整1式 14 ＮＥＣネッツエスアイ（株）関西支社
大阪市中央区城見１―４―24

24,391,800 170627 一般

170921 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　宇都宮国道事務所長　上原　重
賢　（栃木県宇都宮市平松町504）

9 宇都宮国道事務所管内で使用する電気 26 中部電力（株）愛知県名古屋市東区東
新町１

35,294,365 170714 一般

170921 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　相模川水系広域ダム管理事務所
長　横坂　利雄　（神奈川県相模原市
緑区青山字南山2145―50）

1 相模川水系広域ﾀﾞﾑ管理事務所管内で
使用する電気

26 東京電力エナジーパートナー（株）
東京都千代田区内幸町１―１―３

27,050,015 170714 一般

170922 支出負担行為担当官　九州地方整備局
長　増田　博行　（福岡市博多区博多
駅東２―10―７）

4 九州地方整備局外統一河川情報設備製
造 1式

14 日本無線株式会社九州支社（福岡市博
多区店屋町１―31）

122,040,000 170706 一般

170922 支出負担行為担当官　第七管区海上保
安本部長　坪上　浩治　（北九州市門
司区西海岸１―３―10）

4 A重油10~3月分(仙崎)予定数量
212,000L

2 大隅石油（株）　山口県長門市仙崎堤
尻295番地の１

90.72 ／L 170123 一般

170922 支出負担行為担当官　第七管区海上保
安本部長　坪上　浩治　（北九州市門
司区西海岸１―３―10）

4 A重油10~3月分(長崎)予定数量
493,000L

2 中央石油（株）　長崎県長崎市小ヶ倉
町３丁目467番地

78.3 ／L 170123 一般

170922 支出負担行為担当官　第七管区海上保
安本部長　坪上　浩治　（北九州市門
司区西海岸１―３―10）

4 A重油10~3月分(福岡)予定数量
1,881,500L

2 金子産業（株）福岡営業所　福岡県福
岡市中央区港一丁目８番６号

54.831 ／L 170123 一般

170925 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 配電盤(180ﾄﾝ型巡視船用)1式ほか4点
製造

11 ＪＲＣＳ（株）　山口県下関市東大和
町１―２―14

26,568,000 170803 一般
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170925 支出負担行為担当官　近畿地方整備局
長　池田　豊人　（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）

2 道路管理情報ｼｽﾃﾑ改造1式 14 東芝インフラシステムズ（株）関西支
社　大阪市北区角田町８―１

117,720,000 170831 随意 b

170925 支出負担行為担当官　九州地方整備局
長　増田　博行　（福岡市博多区博多
駅東２―10―７）

4 平成29ｰ32年度技術管理ｻｰﾊﾞ1式賃貸借
1式

14 株式会社ＪＥＣＣ（東京都千代田区丸
の内３―４―１）

261,036 月額 170802 一般

170925 支出負担行為担当官　第四管区海上保
安本部長　德永　重典（愛知県名古屋
市港区入船２―３―12）

2 A重油の買入(尾鷲港､10~3月分)予定数
量320,000L

2 伊藤石油（株）　三重県尾鷲市港町１
―９

82.08 ／L 170120 一般

170925 支出負担行為担当官　第七管区海上保
安本部長　坪上　浩治　（北九州市門
司区西海岸１―３―10）

4 A重油10~3月分(関門地区)予定数量
1,431,000L

2 岸砿油（株）　山口県下関市東大和町
一丁目４番１号

70.092 ／L 170123 一般

170925 支出負担行為担当官　第七管区海上保
安本部長　坪上　浩治　（北九州市門
司区西海岸１―３―10）

4 A重油10~3月分(佐世保)予定数量
203,000L

2 金子産業（株）　長崎県長崎市大黒町
９番22号

78.3 ／L 170123 一般

170925 支出負担行為担当官　第七管区海上保
安本部長　坪上　浩治　（北九州市門
司区西海岸１―３―10）

4 軽油(免税)10･11･12月分(佐世保)予定
数量73,000L

2 林兼石油（株）佐世保販売支店　長崎
県佐世保市松浦町４番７号

84.78 ／L 170123 一般

170925 支出負担行為担当官　第七管区海上保
安本部長　坪上　浩治　（北九州市門
司区西海岸１―３―10）

4 軽油(免税)10･11･12月分(佐世保燃料ﾀ
ﾝｸ)予定数量60,000L

2 林兼石油（株）佐世保販売支店　長崎
県佐世保市松浦町４番７号

84.78 ／L 170123 一般

170925 支出負担行為担当官　東京航空局長
山口　一朗　（東京都千代田区九段南
１―１―15）

1 東京国際空港FBｰ2ｷｭｰﾋﾞｸﾙ製造据付 16 東芝インフラシステムズ（株）　神奈
川県川崎市幸区堀川町72番地34

59,400,000 170731 一般

170925 支出負担行為担当官　東京航空局長
山口　一朗　（東京都千代田区九段南
１―１―15）

1 東京国際空港FBｰ2ｷｭｰﾋﾞｸﾙ用監視制御
装置製造据付

16 東芝インフラシステムズ（株）　神奈
川県川崎市幸区堀川町72番地34

38,880,000 170731 一般

170926 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 測量船天洋定期修理 77 （株）神田造船　広島県呉市吉浦新町
１―６―21

26,460,000 170901 一般

170926 支出負担行為担当官　四国地方整備局
次長　元野　一生（高松市サンポート
３番33号）

3 船舶(海面清掃兼油回収船)｢みずき｣修
理 一式

77 石田造船（株）　広島県尾道市因島三
庄町字宝崎2931番地の４

74,466,000 170804 一般

170926 支出負担行為担当官　大阪航空局長
干山　善幸　（大阪府大阪市中央区大
手前４―１―76）

2 福岡空港第1TSR/TX局舎受配電設備機
器一式製造及び設置

16 東芝インフラシステムズ株式会社関西
支社　大阪市北区角田町８―１

29,160,000 170731 一般

170926 支出負担行為担当官　第七管区海上保
安本部長　坪上　浩治　（北九州市門
司区西海岸１―３―10）

4 軽油(免税)10~3月分(福岡)予定数量
626,000L

2 増田石油（株）　福岡県福岡市中央区
大手門３丁目４番５号

58.179 ／L 170123 一般

170926 支出負担行為担当官　第七管区海上保
安本部長　坪上　浩治　（北九州市門
司区西海岸１―３―10）

4 軽油(免税)10･11･12月分(壱岐)予定数
量61,000L

2 （株）昇運石油　長崎県壱岐市芦辺町
芦辺浦324番地

110.16 ／L 170123 一般

170926 支出負担行為担当官　第七管区海上保
安本部長　坪上　浩治　（北九州市門
司区西海岸１―３―10）

4 軽油(免税)10･11･12月分(長崎)予定数
量204,000L

2 金子産業（株）　長崎県長崎市大黒町
９番22号

85.32 ／L 170123 一般

170927 支出負担行為担当官　第七管区海上保
安本部長　坪上　浩治　（北九州市門
司区西海岸１―３―10）

4 A重油10･11･12月分(対馬燃料ﾀﾝｸ)予定
数量112,000L

2 （株）ＥＦリテール九州　福岡県福岡
市中央区舞鶴３丁目２番１号

74.52 ／L 170123 一般

170927 支出負担行為担当官　第七管区海上保
安本部長　坪上　浩治　（北九州市門
司区西海岸１―３―10）

4 軽油(免税)10･11･12月分(対馬燃料ﾀﾝ
ｸ)予定数量187,000L

2 （株）エコモ　長崎県対馬市美津島町
根緒468番地70

64.475 ／L 170123 一般

170927 支出負担行為担当官　第七管区海上保
安本部長　坪上　浩治　（北九州市門
司区西海岸１―３―10）

4 軽油(免税)10･11･12月分(比田勝)予定
数量116,000L

2 （株）ＥＦリテール九州　福岡県福岡
市中央区舞鶴３丁目２番１号

97.74 ／L 170123 一般

170927 支出負担行為担当官　北陸地方整備局
次長　佐々木　宏　（新潟市中央区美
咲町１―１―１）

1 A重油(10~3月分)購入 390KL 2 新潟県石油業協同組合　新潟市中央区
川岸町１丁目47番地の１

80,460 ／KL 170208 一般

170927 支出負担行為担当官　北陸地方整備局
次長　佐々木　宏　（新潟市中央区美
咲町１―１―１）

1 船舶(ﾄﾞﾗｸﾞｻｸｼｮﾝ浚渫兼油回収船)｢白
山｣計画修理工事 1式

77 ジャパンマリンユナイテッド（株）
東京都港区芝５丁目36番７号

425,520,000 170802 一般

170928 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 6,600kWﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関(6,500ﾄﾝ型巡視船
用)4基ほか4点製造

11 ＪＦＥエンジニアリング（株）　東京
都千代田区丸の内１―８―１

2,149,200,000 170808 一般

170928 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 可変ﾋﾟｯﾁﾌﾟﾛﾍﾟﾗ装置(6,500ﾄﾝ型巡視船
用)2式ほか4点製造

11 川崎重工業（株）　兵庫県神戸市中央
区東川崎町３―１―１

761,400,000 170808 一般

170928 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 配電盤(6,500ﾄﾝ型巡視船用)1式ほか4
点製造

11 大洋電機（株）　東京都千代田区内神
田１―16―８

131,760,000 170808 一般

170928 支出負担行為担当官　気象庁総務部長
後藤　浩平　（東京都千代田区大手町
１―３―４）

1 A重油購入(凌風丸分)6回目 40KL 2 カメイ株式会社東京支店　東京都中央
区八丁堀４―７―１

2,216,160 170224 一般
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170928 支出負担行為担当官　九州地方整備局
長　増田　博行　（福岡市博多区博多
駅東２―10―７）

4 岳下局外ﾃﾚﾒｰﾀ装置製造 1式 14 日本無線株式会社九州支社（福岡市博
多区店屋町１―31）

23,760,000 170721 一般

170928 支出負担行為担当官　九州地方整備局
長　増田　博行　（福岡市博多区博多
駅東２―10―７）

4 鹿児島局外ﾃﾚﾒｰﾀ装置製造 1式 14 日本無線株式会社九州支社（福岡市博
多区店屋町１―31）

30,240,000 170721 一般

170928 支出負担行為担当官　九州地方整備局
長　増田　博行　（福岡市博多区博多
駅東２―10―７）

4 竜門第2局外ﾃﾚﾒｰﾀ装置製造 1式 14 日米電子株式会社（福岡市中央区大宮
１―３―10）

46,224,000 170721 一般

170928 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 CCSｰ14A型通信制御装置2式の製造 15 沖電気工業（株）　東京都港区虎ノ門
１―７―12

497,880,000 170721 一般

170928 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 DMEｰ91D型DME装置4式の製造 15 日本電気（株）東京都港区芝５―７―
１

222,480,000 170721 一般

170928 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 SMEｰ98型ｼｽﾃﾑ表示装置1式の製造 15 沖電気工業（株）　東京都港区虎ノ門
１―７―12

22,680,000 170808 一般

170928 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 TACANｰ91C型TACAN装置3式の製造 15 日本電気（株）　東京都港区芝５―７
―１

496,800,000 170721 一般

170928 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 無線電話制御監視装置4式の製造 15 沖電気工業（株）　東京都港区虎ノ門
１―７―12

126,360,000 170721 一般

170928 支出負担行為担当官 国土交通省航空
局長 蝦名 邦晴 （東京都千代田区霞
が関２―１―３）

13 CCSｰ14A型通信制御装置2式の製造 15 沖電気工業（株）　東京都港区虎ノ門
１―７―12

497,880,000 170721 一般

170928 支出負担行為担当官　第七管区海上保
安本部長　坪上　浩治　（北九州市門
司区西海岸１―３―10）

4 軽油(免税)10･11･12月分(関門地区)予
定数量91,000L

2 高橋油脂工業（株）　福岡県北九州市
門司区浜町１番２号

84.24 ／L 170123 一般

170928 支出負担行為担当官　第七管区海上保
安本部長　坪上　浩治　（北九州市門
司区西海岸１―３―10）

4 軽油(免税)10･11･12月分(若松)予定数
量53,000L

2 （株）新光　福岡県北九州市若松区南
二島３丁目４番１号

96.12 ／L 170123 一般

170928 支出負担行為担当官　第七管区海上保
安本部長　坪上　浩治　（北九州市門
司区西海岸１―３―10）

4 軽油(免税)10･11･12月分(門司燃料ﾀﾝ
ｸ)予定数量130,000L

2 （株）福石　山口県下関市細江新町３
番47号

73.44 ／L 170123 一般

170928 支出負担行為担当官　北海道開発局開
発監理部長　角南　国隆　（札幌市北
区北８条西２丁目）

1 ﾗｼﾞｵ再放送設備監視制御装置製造及び
据付調整一式

14 日本無線（株）　東京都三鷹市牟礼６
丁目21番11号

49,680,000 170801 一般

170929 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 高速警備救難艇(7ﾒｰﾄﾙ複合型)2隻買入 20 （株）ニシエフ　山口県下関市豊北町
大字粟野4238

35,424,000 170809 一般

170929 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 DLCSｰ17型ﾃﾞｰﾀﾘﾝｸ中央処理装置1式の
製造

15 日本電気（株）　東京都港区芝５―７
―１

3,628,800,000 170808 一般

170929 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 GPMｰ17型衛星航法予測･監視装置1式の
製造(製造･設計･設置･調整)

15 東芝インフラシステムズ（株）　神奈
川県川崎市幸区堀川町72―34

1,564,920,000 170721 一般

170929 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 SSRｰ15A型二次監視ﾚｰﾀﾞｰ装置2式の製
造

15 東芝インフラシステムズ（株）　神奈
川県川崎市幸区堀川町72―34

999,000,000 170808 一般

170929 支出負担行為担当官　中国地方整備局
長　川崎　茂信　（広島県広島市中区
上八丁堀６―30）

3 映像配信装置 1式 14 東芝デジタルソリューションズ株式会
社　神奈川県川崎市幸区堀川町72―34

16,848,000 170801 一般

171002 支出負担行為担当官　大阪航空局長
干山　善幸　（大阪府大阪市中央区大
手前４―１―76）

2 空港用10000立級化学消防車4台の製造
(広島･松山･熊本･鹿児島空港向け)

17 ローゼンバウアーインターナショナル
株式会社　オーストリアレオンディン
グ4060パシンガー通り90

479,595,960 170726 一般

171002 支出負担行為担当官　東京航空局長
山口　一朗　（東京都千代田区九段南
１―１―15）

1 空港用10000立級化学消防車1台 17 ローゼンバウアーインターナショナル
（株）　オーストリアレオンディング
4060パシンガー通り90

120,438,990 170726 一般

171003 支出負担行為担当官　四国運輸局長
瀬部　充一　（香川県高松市松島町１
丁目17番33号）

3 四国運輸局本局庁舎の移転作業一式 53 日本通運株式会社東京都港区東新橋１
丁目９番３号

4,752,000 170731 一般

171003 支出負担行為担当官　北陸地方整備局
長　小俣　篤　（新潟県新潟市中央区
美咲町１丁目１番１号）

1 平成29年度 統一河川情報ｼｽﾃﾑ装置(阿
賀川)一式製造

14 日本無線株式会社北陸支店　新潟県新
潟市中央区弁天橋通３丁目１番５号

32,500,000 170810 一般

171004 支出負担行為担当官　気象庁総務部長
後藤　浩平　（東京都千代田区大手町
１―３―４）

1 A重油購入(啓風丸分)5回目 190KL 2 昭和礦油株式会社　東京都大田区平和
島５―２―28

10,670,400 170224 一般

171004 支出負担行為担当官　近畿地方整備局
長　池田　豊人　（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）

2 凍結防止剤(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)1,520t外3点購
入

26 （株）ソルト関西　大阪府大阪市中央
区本町２丁目５番７号

74,849,400 170725 一般
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171004 支出負担行為担当官　近畿地方整備局
長　池田　豊人　（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）

2 凍結防止剤(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)2,670t外5点購
入

26 日中東北物産（有）　鳥取県鳥取市河
原町佐貫109番地１

91,681,200 170725 一般

171004 支出負担行為担当官　近畿地方整備局
長　池田　豊人　（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）

2 凍結防止剤(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)2,870t外5点購
入

26 （株）日吉　滋賀県近江八幡市北之庄
町908番地

103,966,200 170725 一般

171004 支出負担行為担当官　近畿地方整備局
長　池田　豊人　（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）

2 凍結防止剤(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)820t外8点購入 26 （株）ソルト関西　大阪府大阪市中央
区本町２丁目５番７号

60,140,880 170725 一般

171005 支出負担行為担当官　中部地方整備局
長　塚原　浩一　（名古屋市中区三の
丸二丁目５番１号）

2 平成29年度 中部地整管内の道路管理
に関する広報業務

73 水谷印刷株式会社　名古屋市西区城西
２丁目20番11号

38,167,200 170914 随意 b

171005 支出負担行為担当官　東京航空局長
山口　一朗　（東京都千代田区九段南
１―１―15）

1 東京(事)連続式摩擦係数測定車1式 17 日野トレーディング（株）　東京都八
王子市久保山町２丁目２番地

13,018,359 170804 一般

171005 支出負担行為担当官　東北地方整備局
長　津田　修一　（宮城県仙台市青葉
区本町３―３―１）

4 ｻｰﾊﾞ賃貸借及び保守(17ｰ12) 14 （株）ＪＥＣＣ　東京都千代田区丸の
内三丁目４―１

162,270,000 170810 一般 総合評価

171005 支出負担行為担当官　東北地方整備局
長　津田　修一　（宮城県仙台市青葉
区本町３―３―１）

4 ﾃﾚﾒｰﾀ装置製造据付(岩手) 14 富士通（株）社会システム営業本部東
北社会ネットワーク営業部

181,440,000 170810 一般

171005 支出負担行為担当官　東北地方整備局
長　津田　修一　（宮城県仙台市青葉
区本町３―３―１）

4 ﾃﾚﾒｰﾀ装置製造据付(玉川ﾀﾞﾑ) 14 （株）有電社　東北支店　宮城県仙台
市青葉区二日町18―25

74,628,000 170810 一般

171005 支出負担行為担当官　東北地方整備局
長　津田　修一　（宮城県仙台市青葉
区本町３―３―１）

4 ﾃﾚﾒｰﾀ装置製造据付(摺上川ﾀﾞﾑ) 14 東芝通信インフラシステムズ（株）東
北営業所　宮城県仙台市青葉区本町二
丁目１―29

61,225,200 170810 一般

171005 支出負担行為担当官　東北地方整備局
長　津田　修一　（宮城県仙台市青葉
区本町３―３―１）

4 ﾃﾚﾒｰﾀ装置製造据付(鳴子ﾀﾞﾑ) 14 東芝通信インフラシステムズ（株）東
北営業所　宮城県仙台市青葉区本町二
丁目１―29

36,612,000 170810 一般

171006 支出負担行為担当官　関東地方整備局
長　泊　宏　（埼玉県さいたま市中央
区新都心２番地１）

1 H29ﾃﾚﾒｰﾀ装置1式製造(甲府) 14 （株）ほくつう関東支社　東京都世田
谷区上用賀３―１―26

23,112,000 170803 一般

171006 支出負担行為担当官　九州地方整備局
長　増田　博行　（福岡市博多区博多
駅東２―10―７）

4 平成29年度九州地区凍結防止剤等購入
(単価契約)

26 株式会社九州ソルト（福岡市東区箱崎
ふ頭４丁目１番15号）

56,388,744 170810 一般

171006 支出負担行為担当官　第三管区海上保
安本部長　大根　潔　（横浜市中区北
仲通５―57）

1 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ(16PA4Vｰ200VGA型)修理2
台

77 新潟原動機株式会社　東京都千代田区
外神田２―14―５

17,550,000 170814 一般

171006 支出負担行為担当官　第三管区海上保
安本部長　大根　潔　（横浜市中区北
仲通５―57）

1 主機関整備部品(16PA4V型)買入 10 新潟原動機株式会社　東京都千代田区
外神田２―14―５

20,334,240 170814 一般

171006 支出負担行為担当官　東京航空局長
山口　一朗　（東京都千代田区九段南
１―１―15）

1 常陸太田航空衛星ｾﾝﾀｰ外12か所無停電
電源装置･発電装置用蓄電池

16 日立化成（株）　東京都千代田区丸の
内一丁目９番２号

54,000,000 170810

171010 支出負担行為担当官　大阪航空局長
干山　善幸　（大阪府大阪市中央区大
手前４―１―76）

2 与論VOR/DME30kVA発電装置(製造･設
置･調整)

16 ヤンマーエネルギーシステム株式会社
兵庫県尼崎市潮江１―３―30

43,416,000 170810 一般

171010 支出負担行為担当官　中国地方整備局
長　川崎　茂信　（広島県広島市中区
上八丁堀６―30）

3 ﾃﾚﾒｰﾀ装置 1式 14 ＪＲＣシステムサービス株式会社　東
京都三鷹市牟礼６―21―11

37,152,000 170802 一般

171010 支出負担行為担当官　東北地方整備局
長　津田　修一　（宮城県仙台市青葉
区本町３―３―１）

4 凍結抑制剤(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)購入単価契約
【青森(十和田･八戸)･岩手･三陸】

26 エスケー産業（株）　北海道札幌市白
石区東札幌１条４―８―１

68,130,936 170727 一般

171010 支出負担行為担当官　東北地方整備局
長　津田　修一　（宮城県仙台市青葉
区本町３―３―１）

4 凍結抑制剤(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)購入単価契約
【青森(青森･弘前)･秋田･能代】

26 第一物産（株）秋田支店　秋田県秋田
市新屋鳥木町１―117

102,200,162 170727 一般

171010 支出負担行為担当官　東北地方整備局
長　津田　修一　（宮城県仙台市青葉
区本町３―３―１）

4 凍結抑制剤(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)購入単価契約
【仙台】

26 第一物産（株）仙台支店　宮城県仙台
市若林区鶴代町２―60―１

43,983,216 170727 一般

171010 支出負担行為担当官　東北地方整備局
長　津田　修一　（宮城県仙台市青葉
区本町３―３―１）

4 凍結抑制剤(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)購入単価契約
【湯沢･山形･酒田】

26 第一物産（株）山形支店　山形県山形
市大字漆山字大段1811―６

127,082,433 170727 一般

171010 支出負担行為担当官　東北地方整備局
長　津田　修一　（宮城県仙台市青葉
区本町３―３―１）

4 凍結抑制剤(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)購入単価契約
【福島･郡山･磐城】

26 （株）山形ごぼう商會　山形県寒河江
市中央工業団地163番地80,233,200円

80,233,200 170727 一般

171011 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 6,600kWﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関(1,000ﾄﾝ型巡視船
用)2基ほか4点製造

11 新潟原動機（株）　東京都千代田区外
神田二丁目14番５号

918,000,000 170817 一般
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171011 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 可変ﾋﾟｯﾁﾌﾟﾛﾍﾟﾗ装置(1,000ﾄﾝ型巡視船
用)2式ほか4点製造

11 ナカシマプロペラ（株）　岡山県岡山
市東区上道北方688―１

236,520,000 170817 一般

171011 支出負担行為担当官　近畿地方整備局
長　池田　豊人　（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）

2 車両位置情報端末装置1式購入 26 パナソニックシステムソリューション
ズジャパン（株）関西社　大阪府大阪
市淀川区宮原１丁目２番33号

55,890,000 170726 一般

171011 支出負担行為担当官　国土技術政策総
合研究所長　藤田　光一　（茨城県つ
くば市旭１番地）

8 国土技術政策総合研究所構内等で使用
する電気(旭･立原地区)一式

26 東京電力エナジーパートナー（株）
東京都港区海岸１―11―１

223,485,758 170809 一般

171011 支出負担行為担当官　中部地方整備局
副局長　守屋　正平　（名古屋市中区
丸の内２―１―36）

2 名古屋港海洋環境整備船｢白龍｣普通修
理

77 濱島造船工業（株）　名古屋市港区築
三町１―14

54,540,000 170818 一般

171012 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 1,125kVAﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置4台ほか5点
買入

11 ヤンマー（株）　東京都中央区八重洲
二丁目１番１号

179,172,000 170818 一般

171012 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 560kVAﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置3台ほか5点買
入

11 ヤンマー（株）　東京都中央区八重洲
二丁目１番１号

123,876,000 170818 一般

171012 支出負担行為担当官　九州地方整備局
長　増田　博行　（福岡市博多区博多
駅東２―10―７）

4 平成29年度作業服外調達 7 九州ユニフォームセンター株式会社
（福岡市東区多の津２丁目３番７号）

37,078,560 170821 一般

171012 支出負担行為担当官　北海道開発局網
走開発建設部長　鈴木　亘　（北海道
網走市新町２丁目６番１号）

1 網走開発建設部 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ外購入(単
価契約)一式

26 （株）オフィスワン　北海道網走市新
町１丁目１番８号

13,707,822 170804 一般

171012 支出負担行為担当官　北陸地方整備局
長　小俣　篤　（新潟県新潟市中央区
美咲町１丁目１番１号）

1 凍結防止剤散布車(湿潤式4t 4×4)2台
交換購入

17 範多機械株式会社東京営業所　東京都
板橋区三園１丁目50番15号

62,669,530 170822 一般

171013 支出負担行為担当官　気象庁総務部長
後藤　浩平　（東京都千代田区大手町
１―３―４）

1 JMAｰ10型地上気象観測装置用視程計他
の購入及び取付調整 8式

24 横河電子機器株式会社　神奈川県秦野
市曽屋500

19,710,000 170818 一般

171013 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 小型ﾃﾞｼﾞﾀﾙｾｵﾄﾞﾗｲﾄ6式の購入 25 有限会社エムティプレシジョン　東京
都大田区大森南４―６―15

31,320,000 170823 一般

171013 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 飛行検査機ｴﾝｼﾞﾝのｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ作業(DHC8
型機用)

77 （株）ティー・エム・シー・インター
ナショナル　東京都渋谷区広尾２―１
―15

111,592,073 170823 一般

171013 支出負担行為担当官　中国地方整備局
長　川崎　茂信　（広島県広島市中区
上八丁堀６―30）

3 たわみ検出器 1式 14 株式会社金剛測機　岡山県倉敷市中島
2544―１

89,424,000 170808 一般

171016 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 空港用10000立級化学消防車(HRET型)1
台の製造

17 ローゼンバウアーインターナショナル
（株）　オーストリアレオンディング
4060パシンガー通り90

151,110,990 170808 一般

171016 支出負担行為担当官　東京航空局長
山口　一朗　（東京都千代田区九段南
１―１―15）

1 函館空港庁舎受配電設備製造据付 16 東芝インフラシステムズ（株）　神奈
川県川崎市幸区堀川町72番地34

34,560,000 170821 一般

171016 分任支出負担行為担当官　東京空港事
務所長　今込　毅　（東京都大田区羽
田空港３―３―１）

1 東京国際空港中央受配電所で使用する
電気の購入一式

26 東京電力エナジーパートナー株式会社
東京都千代田区内幸町１―１―３

318,584,696 170821 一般

171016 分任支出負担行為担当官　東京空港事
務所長　今込　毅　（東京都大田区羽
田空港３―３―１）

1 東京国際空港南側受配電所で使用する
電気の購入一式

26 東京電力エナジーパートナー株式会社
東京都千代田区内幸町１―１―３

127,766,376 170821 一般

171017 支出負担行為担当官　四国地方整備局
長　平井　秀輝　（香川県高松市サン
ポート３―33）

3 平成29年度 伊州子局外内水検知装置
製造 一式

15 （株）拓和四国営業所　高松市多肥下
町1511―１

16,092,000 170824 一般

171017 支出負担行為担当官　四国地方整備局
長　平井　秀輝　（香川県高松市サン
ポート３―33）

3 平成29年度 四国管内凍結防止剤(塩化
ﾅﾄﾘｳﾑ)単価契約 一式

26 讃岐化成（株）　香川県綾歌郡宇多津
町浜一番丁２―４

21,643,200 170821 一般

171017 支出負担行為担当官　四国地方整備局
長　平井　秀輝　（香川県高松市サン
ポート３―33）

3 平成29年度 松山局大型表示設備製造
一式

15 富士通（株）四国支社　高松市藤塚町
１―10―30

69,876,000 170824 一般

171017 支出負担行為担当官　第六管区海上保
安本部長　下野　元也（広島市南区宇
品海岸三丁目10―17）

3 機関状態表示装置1式買入 16 ＪＲＣＳ株式会社　山口県下関市東大
和町１丁目２番14号

38,664,000 170825 一般

171017 支出負担行為担当官　北海道開発局札
幌開発建設部長　宮島　滋近　（札幌
市中央区北２条西19丁目）

1 道路ﾃﾚﾒｰﾀ装置製造及び据付調整 一式 14 日本無線（株）　東京都三鷹市牟礼６
―21―11

15,120,000 170825 一般

171018 支出負担行為担当官　中国地方整備局
長　川崎　茂信　（広島県広島市中区
上八丁堀６―30）

3 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物(特別管理産業廃
棄物)処理(広島国道事務所)一式

78 中間貯蔵・環境安全事業株式会社北九
州ＰＣＢ処理事業所　福岡県北九州市
若松区響町１―62―24

97,917,120 170920 随意 b

171018 支出負担行為担当官　中国地方整備局
長　川崎　茂信　（広島県広島市中区
上八丁堀６―30）

3 三次河川国道事務所凍結防止剤購入
凍結防止剤4,300t

26 （株）ジョイ　広島県呉市中央１―３
―２

21,492.00 170825 一般
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171018 支出負担行為担当官　中国地方整備局
長　川崎　茂信　（広島県広島市中区
上八丁堀６―30）

3 松江国道事務所凍結防止剤購入 凍結
防止剤 1,840t

26 （株）扶桑商会　広島県福山市卸町１
―１

21,492.00 170825 一般

171018 支出負担行為担当官　中国地方整備局
長　川崎　茂信　（広島県広島市中区
上八丁堀６―30）

3 倉吉河川国道事務所凍結防止剤購入
凍結防止剤2,300t

26 日中東北物産（有）　鳥取県鳥取市河
原町佐貫109―１

21,060.00 170825 一般

171018 支出負担行為担当官　中国地方整備局
長　川崎　茂信　（広島県広島市中区
上八丁堀６―30）

3 鳥取河川国道事務所凍結防止剤購入
凍結防止剤3,620t

26 日中東北物産（有）　鳥取県鳥取市河
原町佐貫109―１

21,060.00 170825 一般

171019 支出負担行為担当官　第五管区海上保
安本部長　石井　昌平　（兵庫県神戸
市中央区波止場町１―１）

2 PCB廃棄物処理(五本部) 78 中間貯蔵・環境安全事業株式会社北九
州ＰＣＢ処理事業所　福岡県北九州市
若松区響町一丁目62番24

24,815,547 170929 随意 b

171020 支出負担行為担当官　第五管区海上保
安本部長　石井　昌平　（兵庫県神戸
市中央区波止場町１―１）

2 Oﾘﾝｸﾞほか219点購入 11 サノヤス造船株式会社修繕船営業部
大阪市西成区南津守五丁目13番37号

21,891,600 170829 一般

171020 支出負担行為担当官　中部地方整備局
副局長　守屋　正平　（名古屋市中区
丸の内２―１―36）

2 軽油11月分 予定数量 19KL 2 （株）石田石油店　名古屋市港区千鳥
２―９―33

95,040 170126 一般

171020 分任支出負担行為担当官　東北地方整
備局　酒田河川国道事務所長　赤城尚
宏　（山形県酒田市上安町一丁目２―
１）

6 酒田河川国道事務所管内で使用する電
気

26 （株）パネイル東京都千代田区大手町
一丁目５番１号

36,355,218 170824 一般

171023 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 配電盤(1,000ﾄﾝ型巡視船用)1式ほか4
点製造

11 渦潮電機（株）　愛媛県今治市野間甲
105番地

61,344,000 170830 一般

171023 支出負担行為担当官　関東地方整備局
長　泊　宏　（埼玉県さいたま市中央
区新都心２番地１）

1 H29甲府凍結防止剤(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)購入単
価契約

26 ジャパン・シーズニング（株）　東京
都中央区日本橋小網町３―18

33,270.48 170821 一般

171023 支出負担行為担当官　関東地方整備局
長　泊　宏　（埼玉県さいたま市中央
区新都心２番地１）

1 H29高崎凍結防止剤(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)購入単
価契約

26 ジャパンソルト（株）群馬支店　群馬
県伊勢崎市曲沢町535―１

20,498.40 170821 一般

171023 支出負担行為担当官　関東地方整備局
長　泊　宏　（埼玉県さいたま市中央
区新都心２番地１）

1 H29長野凍結防止剤(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)購入単
価契約

26 ジャパンソルト（株）長野支店　長野
県上田市常磐城2259―２

18,792.00 170821 一般

171023 支出負担行為担当官　気象庁総務部長
後藤　浩平　（東京都千代田区大手町
１―３―４）

1 A重油購入(啓風丸分)6回目 70KL 2 総合エネルギー株式会社　東京都中央
区日本橋浜町３―３―２

3,891,888 170224 一般

171023 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 DRECｰ2004C型ﾃﾞｼﾞﾀﾙ録音再生装置4式
の製造

15 池上通信機（株）　東京都大田区池上
５―６―16

34,776,000 170829 一般

171023 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 航空管制用情報伝達装置20式他7点の
購入

16 沖電気工業株式会社　東京都港区芝浦
４―10―16

21,384,000 170831 一般

171023 支出負担行為担当官　大阪航空局長
干山　善幸　（大阪府大阪市中央区大
手前４―１―76）

2 松山空港無線施設用250kVA発電装置外
1点(製造･設置･調整)

16 ヤンマーエネルギーシステム株式会社
兵庫県尼崎市潮江１―３―30

199,800,000 170823 一般

171023 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　横浜国道事務所長　淡中　泰雄
（神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13―２）

1 横浜国道事務所管内で使用する電気 26 東京電力エナジーパートナー（株）
東京都千代田区内幸町１―１―３

90,795,937 170821 一般

171023 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　荒川上流河川事務所長　古市秀
徳　（埼玉県川越市新宿町３―12）

1 荒川上流河川事務所管内で使用する電
気

26 東京電力エナジーパートナー（株）
東京都千代田区内幸町１―１―３

197,023,190 170821 一般

171023 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　東京国道事務所長　西川　昌宏
（東京都千代田区九段南１―２―１）

1 京浜島換気所で使用する電気 26 東京電力エナジーパートナー（株）
東京都千代田区内幸町１―１―３

52,869,749 170821 一般

171023 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　二瀬ダム管理所長　高橋　忠臣
（埼玉県秩父市大滝3931―１）

1 二瀬ﾀﾞﾑ管理所で使用する電気 26 ミツウロコグリーンエネルギー（株）
東京都中央区日本橋本町３―７―２

15,769,668 170821 一般

171023 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　利根川ダム統合管理事務所長藤
田　正　（群馬県前橋市元総社町593
―１）

1 利根川ﾀﾞﾑ統合管理事務所管内で使用
する電気

26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１―５―１

28,509,855 170821 一般

171024 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 A重油買入れ(11月〜3月) 2 （株）野田商会　東京都港区赤坂３―
７―15

64,357,200 171012 一般

171024 支出負担行為担当官　九州地方整備局
副局長　村岡　猛　（福岡市博多区博
多駅東２―10―７）

4 前方障害物探知ｿﾅｰ1組 16 （株）東陽テクニカ　東京都中央区八
重洲１―１―６

19,170,000 170905 一般

171024 支出負担行為担当官　九州地方整備局
副局長　村岡　猛　（福岡市博多区博
多駅東２―10―７）

4 平成29年度船舶(調査観測兼清掃船)｢
海煌｣修理工事 1式

77 熊本ドック（株）　熊本県八代市港町
273

39,744,000 170905 一般
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171024 支出負担行為担当官　大阪航空局長
干山　善幸　（大阪府大阪市中央区大
手前４―１―76）

2 広島空港他3空港 保安防災総合運用装
置製造

15 沖電気工業株式会社統合営業本部　東
京都港区芝浦４―10―16

164,160,000 170831 一般

171024 支出負担行為担当官　第九管区海上保
安本部長　下野　浩司（新潟県新潟市
中央区美咲町１―２―１）

1 機関状態表示装置1式買入 数量 1式 16 ＪＲＣＳ株式会社　山口県下関市東大
和町１丁目２番14号

37,368,000 170901 一般

171024 支出負担行為担当官　北海道開発局開
発監理部長　角南　国隆　（札幌市北
区北８条西２丁目）

1 除雪機械等情報管理ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞ外購入及
び据付調整 一式

14 （株）ＨＢＡ　札幌市中央区北４条西
７丁目１番地８

14,954,760 170801 一般

171024 分任支出負担行為担当官　東北地方整
備局　青森河川国道事務所長　佐近裕
之　（青森県青森市中央３丁目20―
38）

2 青森河川国道事務所管内で使用する電
気

26 ミツウロコグリーンエネルギー（株）
東京都中央区日本橋本町三丁目７番２
号

22,655,567 170824 一般

171025 支出負担行為担当官　大阪航空局長
干山　善幸　（大阪府大阪市中央区大
手前４―１―76）

2 粟国RAG30kVA発電装置(製造･設置･調
整)

16 ヤンマーエネルギーシステム株式会社
兵庫県尼崎市潮江１―３―30

90,720,000 170823 一般

171025 支出負担行為担当官　大阪航空局長
干山　善幸　（大阪府大阪市中央区大
手前４―１―76）

2 与那国RAG20kVA発電装置一式の製造 16 ヤンマーエネルギーシステム株式会社
兵庫県尼崎市潮江１―３―30

63,180,000 170828 一般

171025 分任支出負担行為担当官　東北地方整
備局　山形河川国道事務所長　和田賢
哉　（山形県山形市成沢西四丁目３番
55号）

6 山形河川国道事務所管内で使用する電
気

26 ミツウロコグリーンエネルギー（株）
東京都中央区日本橋本町三丁目７番２
号

28,816,830 170810 一般

171026 支出負担行為担当官　九州地方整備局
副局長　村岡　猛　（福岡市博多区博
多駅東２―10―７）

4 平成29年度A重油(11~12月分) 2 商船三井テクノトレード（株）九州支
店　福岡県北九州市若松区本町２―17
―１

56,808 170222 一般

171026 支出負担行為担当官　中国地方整備局
長　川崎　茂信　（広島県広島市中区
上八丁堀６―30）

3 水質自動観測装置 1式 14 株式会社ジツタ中国　広島県広島市中
区富士見町16―２

21,276,000 170808 一般

171026 支出負担行為担当官　東北地方整備局
長　津田　修一　（宮城県仙台市青葉
区本町３―３―１）

4 道路情報提供装置製造据付 14 日本無線（株）東北支社　宮城県仙台
市宮城野区榴岡３―４―１

73,440,000 170830 一般

171026 支出負担行為担当官　東北地方整備局
長　津田　修一　（宮城県仙台市青葉
区本町３―３―１）

4 路側無線装置製造据付 14 沖ウィンテック（株）東北支店宮城県
仙台市青葉区一番町３―１―１

104,760,000 170830 一般

171026 支出負担行為担当官　北陸地方整備局
長　小俣　篤　（新潟県新潟市中央区
美咲町１丁目１番１号）

1 平成29年度交通量常時観測ｼｽﾃﾑ製造 14 コイト電工株式会社　新潟営業所　新
潟県新潟市中央区下大川前通七ノ町
2230番地

18,000,000 170822 一般

171101 支出負担行為担当官　近畿地方整備局
長　池田　豊人　（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）

2 京奈和自動車道紀の川東IC産廃処理業
務

78 大栄環境（株）大阪府和泉市テクノス
テージ２丁目３番28号

975,857,760 170728 一般

171101 支出負担行為担当官 国土地理院長 村
上 広史 （茨城県つくば市北郷１番）

8 出力機器等最適配置調査及び出力ｻｰﾋﾞ
ｽ提供等業務1式

14 富士ゼロックス（株）　東京都港区赤
坂９―７―３

63,504,000 170824 一般 総合評価

171101 支出負担行為担当官　四国地方整備局
次長　元野　一生　（高松市サンポー
ト３番33号）

3 船舶(海面清掃兼油回収船)｢いしづち｣
修理 一式

77 石田造船（株）　広島県尾道市因島三
庄町字宝崎2931番地の４

26,060,400 170911 随意 a

171102 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 交換部品ｷｯﾄ(80S I OHｰB)1式ほか4点
買入

13 新東亜交易（株）　東京都千代田区丸
の内１―６―１

30,780,000 170911 一般

171102 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 交換部品ｷｯﾄ(MWJ500B×3ｰJ2ｰ1)1式ほ
か2点買入

13 サマユー（株）　山口県下関市長府扇
町４番31号

26,329,644 170911 一般

171102 支出負担行為担当官　気象庁総務部長
後藤　浩平　（東京都千代田区大手町
１―３―４）

1 A重油購入(凌風丸分)7回目 190KL 2 日通商事株式会社東京支店　東京都港
区海岸１―14―22

11,029,500 170224 一般

171107 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 油回収装置7式ほか2点買入 16 （株）カネヤス　山口県下関市菊川町
大字楢崎字山月644番地１

202,467,600 170915 一般

171107 支出負担行為担当官　中部地方整備局
長　塚原　浩一　（名古屋市中区三の
丸二丁目５番１号）

2 平成29年度 単価契約愛知･三重･静岡
県内凍結防止剤購入

26 ナイカイ商事株式会社　名古屋支店
名古屋市中村区名駅四丁目26番22号

31,860 170912 一般

171107 支出負担行為担当官　中部地方整備局
長　塚原　浩一　（名古屋市中区三の
丸二丁目５番１号）

2 平成29年度 単価契約岐阜国道･多治見
管内凍結防止剤購入

26 ナイカイ商事株式会社　名古屋支店
名古屋市中村区名駅四丁目26番22号

27,000 170912 一般

171107 支出負担行為担当官　中部地方整備局
長　塚原　浩一　（名古屋市中区三の
丸二丁目５番１号）

2 平成29年度 単価契約高山国道管内凍
結防止剤購入

26 株式会社ケミック　岐阜市玉井町５番
地

21,600 170912 一般

171107 支出負担行為担当官　中部地方整備局
長　塚原　浩一　（名古屋市中区三の
丸二丁目５番１号）

2 平成29年度 単価契約飯田国道管内凍
結防止剤購入

26 ナイカイ商事株式会社　名古屋支店
名古屋市中村区名駅四丁目26番22号
21,276円

21,276 170912 一般

171107 支出負担行為担当官　東北地方整備局
副局長　岡　邦彦　（仙台市青葉区本
町３―３―１）

4 小名浜港そうめい定期検査修理 77 小名浜造船（株）　福島県いわき市小
名浜下神白字綱取177

19,980,000 170915 一般
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171107 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　江戸川河川事務所長　金澤　裕
勝　（千葉県野田市宮崎134）

1 江戸川河川事務所管内で使用する電気 26 （株）パネイル東京都千代田区大手町
１―５―１

104,068,010 170821 一般

171108 支出負担行為担当官　九州地方整備局
副局長　村岡　猛　（福岡市博多区博
多駅東２―10―７）

4 映像ｼｽﾃﾑ機器1式外1件 15 （株）日立産業制御ソリューションズ
営業統括本部エリアマーケット営業本
部西日本営業部九州営業所福岡市早良
区百道浜２―１―１

10,735,200 170908 一般

171108 支出負担行為担当官 第三管区海上保
安本部長 大根 潔 （横浜市中区北仲
通５―57）

14 鉄くず運搬･処理 57 株式会社加藤電気工業所　東京都北区
王子本町１―４―13

15,876,000 170919 一般

171108 分任支出負担行為担当官　東北地方整
備局　三陸国道事務所長　田中　誠柳
（岩手県宮古市藤の川４―１）

3 三陸国道事務所管内で使用する電気 26 （株）Ｆ―Ｐｏｗｅｒ　東京都港区六
本木一丁目８番７号

134,894,883 170912 一般

171109 支出負担行為担当官　北海道開発局開
発監理部長　角南　国隆　（札幌市北
区北８条西２丁目）

1 防災情報共有ｼｽﾃﾑ改修 一式 14 富士通（株）　川崎市中原区上小田中
４丁目１番１号

25,920,000 170911 一般

171110 支出負担行為担当官　第七管区海上保
安本部長　坪上　浩治　（北九州市門
司区西海岸１―３―10）

4 主機関(MAND2842LE401型)あおい等修
理4式【もくれん揚陸機】

77 （株）池貝ディーゼル東京営業所　神
奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町３―43

23,112,000 171110 随意 c

171110 支出負担行為担当官　第六管区海上保
安本部長　下野　元也（広島市南区宇
品海岸三丁目10―17）

3 ｸｰﾗｱｯｾﾝ5個買入 11 三菱ふそうトラック・バス株式会社中
国ふそう　広島県安芸郡坂町北新地一
丁目４番79号

25,380,000 170919 一般

171110 支出負担行為担当官　中部地方整備局
長　塚原　浩一　（名古屋市中区三の
丸二丁目５番１号）

2 ﾚｰﾀﾞ雨量計用電子管購入 14 朝日電気工業株式会社　名古屋市中村
区本陣通４丁目48番地

68,040,000 170908 一般

171113 支出負担行為担当官　関東地方整備局
長　泊　宏　（埼玉県さいたま市中央
区新都心２―１）

1 平成29年度首都圏3環状道路開通情報
広報業務

73 （株）電通東日本第３営業局さいたま
支社　埼玉県さいたま市大宮区桜木町
１―７―５

63,990,000 171013 随意 b

171113 支出負担行為担当官　近畿地方整備局
副局長　長田　信　（神戸市中央区海
岸通29番地神戸地方合同庁舎）

2 港湾空港防災情報ﾈｯﾄﾜｰｸ更新等業務 1
式

16 富士通（株）関西支社　大阪市中央区
城見２丁目２番６号

12,420,000 170913 一般

171114 支出負担行為担当官　気象庁総務部長
後藤　浩平　（東京都千代田区大手町
１―３―４）

1 A重油購入(凌風丸分)8回目 70KL 2 総合エネルギー株式会社　東京都中央
区日本橋浜町３―３―２

4,292,568 170224 一般

171114 支出負担行為担当官　中国地方整備局
副局長　水谷　誠　（広島市中区東白
島町14―15）

3 海面清掃船｢おんど2000｣修理工事 1式 77 石田造船（株）　広島県尾道市因島三
庄町字宝崎2931番地の４

58,158,000 170920 一般

171114 支出負担行為担当官　北陸地方整備局
長　小俣　篤　（新潟県新潟市中央区
美咲町１丁目１番１号）

1 平成29年度 道路管理情報ｼｽﾃﾑ一式製
造

14 東芝インフラシステムズ株式会社　新
潟支店　新潟県新潟市中央区万代三丁
目１番１号

33,000,000 170920 一般

171116 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 海上保安試験研究ｾﾝﾀｰほか2箇所で使
用する電気

26 アーバンエナジー（株）　神奈川県横
浜市鶴見区末広町２―１

26,503,720 170926 一般

171116 支出負担行為担当官　北海道開発局開
発監理部長　角南　国隆　（札幌市北
区北８条西２丁目）

1 CCTVｶﾒﾗ管理装置改修 一式 14 富士通（株）　川崎市中原区上小田中
４丁目１番１号

39,420,000 170919 一般

171116 支出負担行為担当官　北海道開発局開
発監理部長　角南　国隆　（札幌市北
区北８条西２丁目）

1 道路管理情報ｼｽﾃﾑ改修 一式 14 沖電気工業（株）　東京都港区虎ノ門
１丁目７番12号

82,080,000 170919 一般

171116 支出負担行為担当官　北海道開発局稚
内開発建設部長　和田　忠幸　（北海
道稚内市末広５丁目６番１号）

1 港湾業務艇りんどう定期整備 一式 77 稚内港湾施設（株）稚内市末広１丁目
１番34号

24,877,854 170911 一般

171116 分任支出負担行為担当官　中部地方整
備局　紀勢国道事務所長　福田　光祐
（三重県松阪市鎌田町144―６）

2 紀勢国道事務所庁舎外2箇所で使用す
る電気

26 アーバンエナジー株式会社　横浜市鶴
見区末広町２丁目１番

19,409,112 170920 一般

171117 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 牽引式航空機用地上電源装置2個買入 19 スカイレーベル（株）　東京都大田区
六本木１―８―８

21,492,000 170926 一般

171117 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　下館河川事務所長　里村　真吾
（茨城県筑西市二木成1753）

8 下館河川事務所管内で使用する電気 26 （株）Ｆ―Ｐｏｗｅｒ　東京都港区六
本木１―８―７

20,159,085 170920 一般

171117 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　京浜河川事務所長　服部　敦
（神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央２―
18―１）

1 京浜河川事務所管内で使用する電気 26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１―５―１

81,073,870 170920 一般

171117 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　甲府河川国道事務所長　尾松
智　（山梨県甲府市緑が丘１―10―
１）

1 甲府河川国道事務所管内で使用する電
気

26 （株）パネイル東京都千代田区大手町
１―５―１

120,970,643 170920 一般

171117 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　荒川下流河川事務所長　中須賀
淳　（東京都北区志茂５―41―１）

1 荒川下流河川事務所管内で使用する電
気

26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１―５―１

141,961,996 170920 一般
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171117 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　千葉国道事務所長　八尾　光洋
（千葉県千葉市稲毛区天台５―27―
１）

1 千葉国道事務所管内で使用する電気 26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１―５―１

63,014,241 170920 一般

171117 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　相武国道事務所長　乙守　和人
（東京都八王子市大和田町４―３―
13）

1 相武国道事務所管内で使用する電気 26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１―５―１

76,849,905 170920 一般

171117 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　利根川下流河川事務所長　中村
伸也　（千葉県香取市佐原イ4149）

1 北千葉第一機場で使用する電気 26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１―５―１

390,127,515 170920 一般

171117 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　利根川下流河川事務所長　中村
伸也　（千葉県香取市佐原イ4149）

1 北千葉第二機場で使用する電気 26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１―５―１

128,289,213 170920 一般

171117 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　利根川下流河川事務所長　中村
伸也　（千葉県香取市佐原イ4149）

1 利根川下流河川事務所管内で使用する
電気

26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１―５―１

67,631,272 170920 一般

171117 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　利根川上流河川事務所長　三橋
さゆり　（埼玉県久喜市栗橋北２―19
―１）

1 利根川上流河川事務所管内で使用する
電気

26 （株）Ｆ―Ｐｏｗｅｒ　東京都港区六
本木１―８―７

56,631,219 170920 一般

171120 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 DRAIN UNIT1個ほか31点買入 19 Ｂｅｌｌ　Ｈｅｌｉｃｏｐｔｅｒ
（株）　東京都渋谷区恵比寿４―20―
３

15,579,516 170926 一般

171120 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 ENGINE SUPPORT MOUNT1個ほか36点買
入

19 日本エアロスペース（株）　東京都港
区南青山１―１―１

16,437,600 170926 一般

171120 支出負担行為担当官 大阪航空局長 干
山 善幸 （大阪府大阪市中央区大手前
４―１―76）

27 平田ARSR20kVA無停電電源装置(製造･
設置･調整)

16 サンケン電気株式会社大阪支店　大阪
市北区梅田３―３―20

27,864,000 170919 一般

171120 支出負担行為担当官　中部地方整備局
副局長　守屋　正平　（名古屋市中区
丸の内２―１―36）

2 A重油12月分 予定数量 156KL 2 伊勢湾石油（株）　名古屋市港区港楽
１―２―３

63,180 170126 一般

171120 支出負担行為担当官　中部地方整備局
副局長　守屋　正平　（名古屋市中区
丸の内２―１―36）

2 軽油12月分 予定数量 7KL 2 伊勢湾石油（株）　名古屋市港区港楽
１―２―３

98,820 170126 一般

171120 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 東北地方整備局ｿﾌﾄｳｪｱﾗｲｾﾝｽ購入 14 東芝デジタルソリューションズ（株）
東北支社　宮城県仙台市青葉区国分町
二丁目２―２

37,000,929 170922 一般

171120 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　国営昭和記念公園事務所長　伊
藤　康行　（東京都立川市緑町3173）

1 国営昭和記念公園事務所管内で使用す
る電気

26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１―５―１

245,404,910 170920 一般

171120 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　常陸河川国道事務所長　八尋
裕　（茨城県水戸市千波町1962―２）

8 H30･31常陸河川国道事務所管内で使用
する電気

26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１―５―１

39,872,054 170920 一般

171121 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 MAIN ROTOR HUB ASSY2個ほか110点買
入

19 Ｂｅｌｌ　Ｈｅｌｉｃｏｐｔｅｒ
（株）　東京都渋谷区恵比寿４―20―
３

221,052,889 170926 一般

171121 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 OIL PUMP1個ほか92点買入 19 日本エアロスペース（株）　東京都港
区南青山１―１―１

95,029,200 170926 一般

171121 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 ｷｾﾉﾝ灯器(LPXｰ1)4式ほか3点製造 16 湘南工作販売（株）　東京都大田区大
森西６―５―３

48,600,000 170929 一般

171121 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 集油装置9式買入 16 （株）ロックブリッジ　東京都足立区
西新井１―38―11―206

31,536,000 170929 一般

171121 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 航空機部品(DHC8型機
用)(STANDBYATTITUDE IND 1個他10点)
の購入

19 日本エアロスペース（株）　東京都港
区南青山１―１―１

22,500,000 171002 一般

171121 支出負担行為担当官　国土交通省自動
車局長　奥田　哲也　（東京都千代田
区霞が関２―１―３）

1 自動車不具合情報ﾎｯﾄﾗｲﾝｲﾝﾀｰﾈｯﾄ広報
業務 一式

73 株式会社フルスピード　東京都渋谷区
円山町３―６

6,179,706 170927 一般

171121 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　霞ヶ浦河川事務所長　辰野　剛
志　（茨城県潮来市潮来3510）

8 霞ヶ浦河川事務所管内で使用する電気 26 東京電力エナジーパートナー（株）
東京都千代田区内幸町１―１―３

44,111,898 170920 一般

171122 支出負担行為担当官　東京管区気象台
長　中山　博義　（東京都千代田区大
手町１―３―４）

1 成田航空地方気象台B滑走路目視観測
補助装置及び露場監視装置製作及び取
付調整 1式

25 （株）ＮＴＴドコモ　東京都千代田区
永田町２―11―１

18,144,000 171002 一般

171122 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　東京国道事務所長　西川　昌宏
（東京都千代田区九段南１―２―１）

1 東京国道事務所管内で使用する電気 26 （株）エネット　東京都港区芝公園２
―６―３

56,385,393 170920 一般



落札日 所属部局
Entity

所在地
Location

調達件名・数量等
Procured　Products

コード
Code

落札者（契約者）
Contractor

落札（契約）
価格（円）

価格備考 公告日 契約
方式

随意
理由

落札方式 備考
Notes

国土交通省

(Ministry of Land, Infrastructure and Transport)

171124 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―５―44 大阪合同庁舎第１
号館）

27 大阪第6地方合同庁舎(仮称)整備等事
業

41、
42、
75、78

ＰＦＩ大阪第６合同庁舎（株）　大阪
市北区中之島３―６―32

20,713,748,503 170425 一般 総合評価

171124 支出負担行為担当官　東京航空局長
山口　一朗　（東京都千代田区九段南
１―１―15）

1 爆発物検知器(携帯型)4式の購入 16 コーンズテクノロジー株式会社　東京
都港区芝３丁目５番１号

14,385,600 170928 一般

171127 支出負担行為担当官　第四管区海上保
安本部長　德永　重典（愛知県名古屋
市港区入船２―３―12）

2 A重油の買入(鳥羽港､12~3月分) 予定
数量120,000L

2 （株）柴山芳之助商店　三重県鳥羽市
鳥羽４―14―７

84.78 ／L 170120 一般

171127 支出負担行為担当官　第四管区海上保
安本部長　德永　重典（愛知県名古屋
市港区入船２―３―12）

2 軽油(免税)の買入(鳥羽港､12~3月分)
予定数量90,000L

2 鳥羽石油（株）　三重県鳥羽市鳥羽４
―１―３

104.76 ／L 170120 一般

171127 支出負担行為担当官　第四管区海上保
安本部長　德永　重典（愛知県名古屋
市港区入船２―３―12）

2 軽油(免税)の買入(名古屋港､12~3月
分) 予定数量150,000L

2 （株）石田石油店　愛知県名古屋市港
区千鳥２―９―33

98.82 ／L 170120 一般

171127 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　霞ヶ浦導水工事事務所長　田畑
和寛　（茨城県土浦市下高津２―１―
３）

8 霞ヶ浦導水工事事務所管内で使用する
電気

26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１―５―１

31,339,726 170927 一般

171127 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　関東技術事務所長　鈴木　勝
（千葉県松戸市五香西６―12―１）

1 関東技術事務所外1ヶ所で使用する電
気

26 （株）Ｖ―Ｐｏｗｅｒ　東京都品川区
東品川３―６―５

14,648,685 170927 一般

171127 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　荒川下流河川事務所長　中須賀
淳　（東京都北区志茂５―41―１）

1 H29巡視船(03ｰ4777)保守整備 77 ジャパンマリンユナイテッド（株）
東京都港区芝５―36―７

21,600,000 170922 一般

171128 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 ｷｬﾊﾟｼﾀﾓｼﾞｭｰﾙ2個ほか43点買入 24 （株）ハイドロシステム開発　大阪市
西区本田三丁目２―18　ハイドロ第一
ビル

120,852,000 171006 一般

171128 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 ﾕﾆｯﾄ(HPA部)3式買入 15 東京計器（株）　東京都大田区南蒲田
二丁目16番46号

35,640,000 171006 一般

171128 支出負担行為担当官　関東地方整備局
副局長　高田　昌行　（横浜市中区北
仲通５―57）

1 千葉港ﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑ測深装置購入 1式 14 株式会社エス・イー・エイ　千葉県浦
安市富士見３―16―３

21,323,520 170929 一般

171128 支出負担行為担当官　国土交通省航空
局長　蝦名　邦晴　（東京都千代田区
霞が関２―１―３）

1 FACEｴﾐｭﾚｰﾀ装置一式の製造及び調整 15 日本電気（株）　東京都港区芝５―７
―１

59,400,000 171006 一般

171128 支出負担行為担当官 大阪航空局長 干
山 善幸 （大阪府大阪市中央区大手前
４―１―76）

27 120MHzAM無線電話装置(JHVｰ1000H)9台
外3点購入

15 日本無線株式会社関東支社　東京都中
野区中野４―10―１

26,244,000 171004 一般

171128 支出負担行為担当官 大阪航空局長 干
山 善幸 （大阪府大阪市中央区大手前
４―１―76）

27 音声伝送装置(主局)(4YA6034ｰ
1939G21)9台外1点購入

15 沖電気工業株式会社　統合営業本部
東京都港区芝浦４―10―16

31,320,000 171004 一般

171128 支出負担行為担当官　第九管区海上保
安本部長　下野　浩司（新潟県新潟市
中央区美咲町１―２―１）

1 A重油買入(単価契約､新潟港､
H29.12~H30. 3､予定数量1,100,000L)
数量 1,100,000L

2 北日本石油株式会社東京販売支店新潟
営業所　新潟県新潟市中央区天明町16
番７号96,228,000円

96,228,000 170127 一般

171128 分任支出負担行為担当官　関東地方整
備局　国営常陸海浜公園事務所長　黒
澤　伸行　（茨城県ひたちなか市馬渡
字大沼605―４）

8 国営常陸海浜公園事務所で使用する電
気

26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１―５―１

44,353,948 170920 一般

171129 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 鉄鎖(38mm)725ﾒｰﾄﾙほか8点買入 9 セナーアンドバーンズ（株）　東京都
大田区羽田空港一丁目６番６号

109,824,930 171006 一般

171129 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 投下用照明弾397個買入 26 三洋商事（株）　東京都中央区新川一
丁目17番25号

64,442,628 171006 一般

171129 支出負担行為担当官 大阪航空局長 干
山 善幸 （大阪府大阪市中央区大手前
４―１―76）

27 電球(JFD 6.6A 200W)42個外77点購入 16 株式会社有電社関西支店　大阪市中央
区南久宝寺町３―６―６

44,710,380 171005 一般

171129 支出負担行為担当官 大阪航空局長 干
山 善幸 （大阪府大阪市中央区大手前
４―１―76）

27 電球(反射鏡付)(JFR 6.6A 200WP)832
個外3点購入

16 日本船燈株式会社大阪営業所　大阪市
旭区大宮５―２―30

17,469,000 171005 一般

171129 支出負担行為担当官 北海道開発局帯
広開発建設部長 河畑 俊明 （北海道
帯広市西４条南８丁目）

1 帯広開発建設部管内庁舎外で使用する
電気(高圧) 一式

26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１丁目５番１号

37,256,402 171006 一般

171129 支出負担行為担当官 北海道開発局帯
広開発建設部長 河畑 俊明 （北海道
帯広市西４条南８丁目）

1 帯広開発建設部管内庁舎外で使用する
電気(低圧) 一式

26 （株）エネット　東京都港区芝公園２
丁目６番３号

27,679,173 171006 一般

171130 支出負担行為担当官　気象庁総務部長
後藤　浩平　（東京都千代田区大手町
１―３―４）

1 A重油購入(啓風丸分)7回目 130KL 2 鈴与商事株式会社東京支店　東京都港
区芝公園１―２―12

8,073,000 170224 一般
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171130 支出負担行為担当官 九州地方整備局
副局長 村岡 猛 （福岡市博多区博多
駅東２―10―７）

40 平成29年度船舶(清掃兼油回収船)｢が
んりゅう｣修理工事 1式

77 （有）前田造船所　山口県下関市彦島
竹ノ子島町３―17

55,080,000 171004 一般

171130 支出負担行為担当官 第五管区海上保
安本部長 石井 昌平 （兵庫県神戸市
中央区波止場町１―１）

28 機関状態表示装置1式購入 11 渦潮電機株式会社　愛媛県今治市野間
甲105番地

36,180,000 171006 一般

171130 支出負担行為担当官 北海道開発局開
発監理部長 角南 国隆 （札幌市北区
北８条西２丁目）

1 統一河川情報ｼｽﾃﾑ改修 一式 14 富士通（株）　川崎市中原区上小田中
４丁目１番１号

41,040,000 171003 一般

171201 支出負担行為担当官　東京航空局長
山口　一朗　（東京都千代田区九段南
１―１―15）

1 保安防災総合運用装置2式の製造 15 沖電気工業株式会社東京都港区虎ノ門
１丁目７番12号

84,240,000 171004 一般

171204 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 ENGINE MOUNT1個ほか342点買入 19 岡山航空（株）　岡山県岡山市南区浦
安南町673

46,261,800 171011 一般

171204 支出負担行為担当官　会計担当内閣参
事官　吉住　啓作　（東京都千代田区
永田町１―６―１）　支出負担行為担
当官　内閣衛星情報センター管理部長
芹澤　清　（東京都新宿区市谷本村町
９―13）　支出負担行為担当官　内閣
法制局長官総務室会計課長　田中　元
隆　（東京都千代田区霞ヶ関３―１―
１）　支出負担行為担当官　内閣府大
臣官房会計担当参事官　横内　憲二
（東京都千代田区永田町１―６―１）
支出負担行為担当官　宮内庁長官官房
主計課長　鈴木　恭人（東京都千代田
区千代田１―１）　支出負担行為担当
官　個人情報保護委員会事務局総務課
長　的井　宏樹　（東京都千代田区霞
が関３―２―１）　支出負担行為担当
官　消費者庁総務課長　金子　浩之
（東京都千代田区霞が関３―１―１）
支出負担行為担当官　復興庁会計担当
参事官　山口　浩孝　（東京都千代田
区霞が関３―１―１）

1 保存食等の購入 1 広友サービス株式会社（東京都港区赤
坂１―４―17）

20,421,169 171012 一般

171205 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 ADC UNIT2個ほか9点買入 19 日本エアロスペース（株）　東京都港
区南青山１―１―１

12,420,000 171011 一般

171205 支出負担行為担当官　海上保安庁次長
花角　英世　（東京都千代田区霞ヶ関
２―１―３）

1 HEAT EXCHANGER PRIMARY2個ほか3点買
入

19 （株）ティー・エム・シー・インター
ナショナル　東京都渋谷区広尾２―１
―15

57,024,000 170718 一般

171205 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 深海用音波探査装置定期整備 77 （株）サービスエンジニアリング　東
京都江東区北砂三丁目１番15号

55,080,000 171013 一般

171205 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 水中探査装置5式買入 16 トーハツ（株）　東京都板橋区小豆沢
三丁目５番４号

129,600,000 171013 一般

171205 支出負担行為担当官 北海道開発局札
幌開発建設部長 宮島 滋近 （札幌市
中央区北２条西19丁目）

1 札幌開発総合庁舎で使用する電気 一
式

26 北海道電力（株）　札幌市中央区大通
東１―２

28,323,174 171013 一般

171206 支出負担行為担当官 北海道開発局室
蘭開発建設部長 平野 令緒 （北海道
室蘭市入江町１番地14）

1 室蘭開発建設部管内 ﾄﾝﾈﾙで使用する
電気(高圧)一式

26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１―５―１

76,367,747 171011 一般

171206 支出負担行為担当官 北海道開発局室
蘭開発建設部長 平野 令緒 （北海道
室蘭市入江町１番地14）

1 室蘭開発建設部管内 庁舎外で使用す
る電気(高圧)一式

26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１―５―１

45,827,610 171011 一般

171206 支出負担行為担当官 北海道開発局室
蘭開発建設部長 平野 令緒 （北海道
室蘭市入江町１番地14）

1 室蘭開発建設部管内 庁舎及び河川管
理施設等で使用する電気(低圧)一式

26 （株）アースインフィニティ　大阪市
北区堂島浜２―２―28

19,969,324 171011 一般

171206 支出負担行為担当官 北海道開発局室
蘭開発建設部長 平野 令緒 （北海道
室蘭市入江町１番地14）

1 室蘭開発建設部管内 道路附属物で使
用する電気(低圧)一式

26 （株）ＳＥウイングズ　北海道苫小牧
市字弁天504―４

11,365,347 171011 一般

171206 支出負担行為担当官 北海道開発局室
蘭開発建設部長 平野 令緒 （北海道
室蘭市入江町１番地14）

1 室蘭開発建設部管内 白鳥大橋で使用
する電気(高圧)一式

26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１―５―１

18,177,066 171011 一般

171207 支出負担行為担当官　東京航空局長
山口　一朗　（東京都千代田区九段南
１―１―15）

1 東京国際空港C滑走路停止線灯監視制
御装置製造

16 東芝インフラシステムズ株式会社　神
奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

336,960,000 171013 一般

171207 支出負担行為担当官 北海道開発局小
樽開発建設部長 柳原 優登 （北海道
小樽市潮見台１丁目15番５号）

1 小樽開発建設部管内 ﾄﾝﾈﾙで使用する
電気(高圧)一式

26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１丁目５番１号

72,034,805 171016 一般
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171207 支出負担行為担当官 北海道開発局小
樽開発建設部長 柳原 優登 （北海道
小樽市潮見台１丁目15番５号）

1 小樽開発建設部管内 庁舎で使用する
電気(高圧)一式

26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１丁目５番１号

24,725,535 171016 一般

171207 支出負担行為担当官 北海道開発局小
樽開発建設部長 柳原 優登 （北海道
小樽市潮見台１丁目15番５号）

1 小樽開発建設部管内 庁舎で使用する
電気(低圧)一式

26 （株）アースインフィニティ　大阪市
北区堂島浜２丁目２番28号

3,116,066 171016 一般

171208 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 A重油買入(根室港及び花咲港)1〜3月
分予定数量100KL

2 北海道エネルギー株式会社道東支店根
室営業所　北海道根室市松本町４丁目
５番地

9,072,000 170117 一般

171208 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 軽油(免税)買入(江差港)1〜3月分予定
数量30KL

2 前側石油株式会社江差支店　北海道檜
山郡厚沢部町美和1250

2,540,160 170117 一般

171208 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 軽油(免税)買入(根室港及び花咲港)1
〜3月分予定数量140KL

2 北海道エネルギー株式会社道東支店根
室営業所　北海道根室市松本町４丁目
５番地

14,500,080 170117 一般

171208 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 軽油買入(羅臼港)1〜3月分予定数量
40KL

2 羅臼アポロ石油株式会社　北海道目梨
郡羅臼町船見町45番地

3,218,400 170117 一般

171208 支出負担行為担当官 第一管区海上保
安本部長 岩崎 俊一 （北海道小樽市
港町５―２）

1 軽油買入1〜3月分(小樽港)予定数量
80KL

2 北日本石油株式会社小樽販売支店　北
海道小樽市手宮１丁目６番４号

6,851,520 170117 一般

171208 支出負担行為担当官 第五管区海上保
安本部長 石井 昌平 （兵庫県神戸市
中央区波止場町１―１）

28 主機関(MTU16V595TE90型)交換部品ｷｯﾄ
1式購入

11 サノヤス造船株式会社修繕船営業部
大阪市西成区南津守五丁目13番37号

24,138,000 171017 一般

171212 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 AIS情報管理装置4式ほか3点製造 15 東京計器株式会社　東京都大田区南蒲
田２丁目16番46号

133,920,000 171020 一般

171212 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 LED浮標灯器(II型赤)64個ほか7点買入 16 日本光機工業（株）　神奈川県横浜市
金沢区福浦二丁目７番18号

63,646,236 171020 一般

171212 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 灯浮標用ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ制御器(標準型)78個
ほか9点買入

16 セナーアンドバーンズ（株）　東京都
大田区羽田空港一丁目６番６号

104,327,460 171020 一般

171212 支出負担行為担当官 第十一管区海上
保安本部長 宮崎 一巳 （沖縄県那覇
市港町２―11―１）

47 那覇港湾合同庁舎で使用する電気(単
価契約)

26 沖縄電力株式会社　沖縄県浦添市牧港
５―２―１

29,591,609 171016 一般

171213 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 音響測位装置1台買入 24 （株）オーシャンウィングス　東京都
大田区北千束２―８―２―103

43,200,000 171020 一般

171213 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 過給機部品(TPS48ｰF33)4個ほか1点買
入

13 新潟原動機（株）　東京都千代田区外
神田２―14―５

41,040,000 171020 一般

171213 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 自律型高機能観測装置用ｽﾗｽﾀ1個ほか
217点買入

20、24 （株）東陽テクニカ　東京都中央区八
重洲１―１―６

32,184,000 171020 一般

171213 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 照明弾105個ほか22点買入 26 三洋商事（株）　東京都中央区新川一
丁目17番25号

38,295,828 171020 一般

171213 支出負担行為担当官 北海道開発局留
萌開発建設部長 山崎 真一 （北海道
留萌市寿町１丁目）

1 留萌開発建設部管内 庁舎等で使用す
る電気(高圧)一式

26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１丁目５番１号

34,658,716 171018 一般

171213 支出負担行為担当官 北海道開発局留
萌開発建設部長 山崎 真一 （北海道
留萌市寿町１丁目）

1 留萌開発建設部管内 庁舎等で使用す
る電気(低圧)一式

26 （株）アースインフィニティ　大阪市
北区堂島浜２丁目２番28号

31,407,934 171018 一般

171214 支出負担行為担当官 北海道開発局釧
路開発建設部長 桑島 隆一 （北海道
釧路市幸町10丁目３番地）

1 釧路開発建設部管内 ﾄﾝﾈﾙで使用する
電気(高圧)一式

26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１丁目５番１号

34,556,466 171006 一般

171214 支出負担行為担当官 北海道開発局釧
路開発建設部長 桑島 隆一 （北海道
釧路市幸町10丁目３番地）

1 釧路開発建設部管内 庁舎等で使用す
る電気(高圧)一式

26 北海道電力（株）　札幌市中央区大通
東１丁目２番地

13,145,926 171006 一般

171214 支出負担行為担当官 北海道開発局釧
路開発建設部長 桑島 隆一 （北海道
釧路市幸町10丁目３番地）

1 釧路開発建設部管内 庁舎等で使用す
る電気(低圧)一式

26 （株）エネット　東京都港区芝公園２
丁目６番３号

9,709,414 171006 一般

171214 支出負担行為担当官 北海道開発局稚
内開発建設部長 和田 忠幸 （北海道
稚内市末広５丁目６番１号）

1 稚内開発建設部管内 ﾄﾝﾈﾙ外で使用す
る電気(高圧)一式

26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１丁目５番１号

4,998,373 171011 一般

171214 支出負担行為担当官 北海道開発局稚
内開発建設部長 和田 忠幸 （北海道
稚内市末広５丁目６番１号）

1 稚内開発建設部管内 庁舎で使用する
電気(高圧)一式

26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１丁目５番１号

6,364,748 171011 一般

171215 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 泊 宏 （埼玉県さいたま市中央区
新都心２―１）

11 さいたま新都心合同庁舎2号館等で使
用する電気

26 東京電力エナジーパートナー（株）
東京都千代田区内幸町１―１―３

204,681,325 171020 一般



落札日 所属部局
Entity

所在地
Location

調達件名・数量等
Procured　Products

コード
Code

落札者（契約者）
Contractor

落札（契約）
価格（円）

価格備考 公告日 契約
方式

随意
理由

落札方式 備考
Notes

国土交通省

(Ministry of Land, Infrastructure and Transport)

171215 分任支出負担行為担当官 関東地方整
備局 高崎河川国道事務所長 堤 啓
（群馬県高崎市栄町６―41）

10 H30･31･32高崎河川国道事務所管内で
使用する電気

26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１―５―１

66,613,717 171020 一般

171218 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
後藤 浩平 （東京都千代田区大手町１
―３―４）

13 A重油購入(啓風丸分)8回目 110KL 2 日通商事株式会社東京支店　東京都港
区海岸１―14―22

6,884,460 170224 一般

171219 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
後藤 浩平 （東京都千代田区大手町１
―３―４）

13 A重油購入(凌風丸分)9回目 185KL 2 カメイ株式会社東京支店　東京都中央
区八丁堀４―７―１

11,548,440 170224 一般

171219 支出負担行為担当官 近畿地方整備局
長 池田 豊人 （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）

27 淀川河川公園管理所更新 26 （株）タイキ　大阪市天王寺区寺田町
１丁目１番２号

62,100,000 171017 一般

171220 支出負担行為担当官 九州地方整備局
副局長 村岡 猛 （福岡市博多区博多
駅東２―10―７）

40 ﾗｲﾅｰ4個外19点 13 日本海洋産業（株）　山口県下関市大
和町１―５―８

22,464,000 171027 一般

171220 支出負担行為担当官 中国地方整備局
長 川崎 茂信 （広島県広島市中区上
八丁堀６―30）

34 空気調和装置 1式 26 中国システック株式会社　広島県広島
市南区松川町３―26

31,860,000 171030 一般

171220 支出負担行為担当官 中部地方整備局
長 塚原 浩一 （名古屋市中区三の丸
二丁目５番１号）

23 ｵﾌｨｽﾗｲｾﾝｽ購入 26 株式会社大塚商会中部支店　名古屋市
中区丸の内３丁目23番20号

148,726,692 171016 一般

171220 支出負担行為担当官 中部地方整備局
副局長 守屋 正平 （名古屋市中区丸
の内２―１―36）

23 A重油1月分 予定数量 156KL 2 愛知県漁業協同組合連合会　名古屋市
中区丸の内３―４―31

63,828 170126 一般

171220 支出負担行為担当官 中部地方整備局
副局長 守屋 正平 （名古屋市中区丸
の内２―１―36）

23 軽油1月分 予定数量 23KL 2 （株）石田石油店　名古屋市港区千鳥
２―９―33

98,820 170126 一般

171220 支出負担行為担当官 北海道開発局帯
広開発建設部長 河畑 俊明 （北海道
帯広市西４条南８丁目）

1 帯広開発建設部管内ﾄﾝﾈﾙで使用する電
気 一式

26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１丁目５番１号

20,030,780 171027 一般

171220 支出負担行為担当官 北海道開発局函
館開発建設部長 菊池 一雄 （北海道
函館市大川町１番27号）

1 函館開発建設部管内ﾄﾝﾈﾙで使用する電
気(高圧)一式

26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１丁目５番１号

14,440,636 171020 一般

171220 支出負担行為担当官 北海道開発局函
館開発建設部長 菊池 一雄 （北海道
函館市大川町１番27号）

1 函館開発建設部管内河川管理施設等で
使用する電気(高圧)一式

26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１丁目５番１号

702,749 171020 一般

171220 支出負担行為担当官 北海道開発局函
館開発建設部長 菊池 一雄 （北海道
函館市大川町１番27号）

1 函館開発建設部管内庁舎で使用する電
気(高圧)一式

26 （株）パネイル　東京都千代田区大手
町１丁目５番１号

19,638,173 171020 一般

171220 支出負担行為担当官 北海道開発局函
館開発建設部長 菊池 一雄 （北海道
函館市大川町１番27号）

1 函館開発建設部管内庁舎で使用する電
気(低圧)一式

26 （株）ＳＥウイングズ　北海道苫小牧
市字弁天504番地４

6,414,764 171020 一般

171221 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 泊 宏 （埼玉県さいたま市中央区
新都心２―１）

11 H29光ﾌｧｲﾊﾞ線路監視装置ほか1式製造 14 古河電気工業（株）　東京都千代田区
丸の内２―２―３

85,860,000 171019 一般

171221 支出負担行為担当官 気象庁総務部長
後藤 浩平 （東京都千代田区大手町１
―３―４）

13 業務ｿﾌﾄｳｪｱ制作管理ｻｰﾊﾞの購入及び取
付調整 1式

14 ＳＣＳＫ株式会社　東京都江東区豊洲
３―２―20

15,768,000 171027 一般

171221 支出負担行為担当官 九州地方整備局
副局長 村岡 猛 （福岡市博多区博多
駅東２―10―７）

40 平成29年度A重油(1〜3月分) 2 林兼石油（株）北九州営業所　福岡県
北九州市小倉北区浅野１―２―39

61,776 170222 一般

171221 支出負担行為担当官 東京航空局長 山
口 一朗 （東京都千代田区九段南１―
１―15）

13 東京国際空港B滑走路用定電流調整装
置外機器製造

16 東芝インフラシステムズ株式会社　神
奈川県川崎市幸区堀町72―34

462,240,000 171026 一般

171221 支出負担行為担当官 北海道開発局網
走開発建設部長 鈴木 亘 （北海道網
走市新町２丁目６番１号）

1 網走開発建設部管内ﾄﾝﾈﾙで使用する電
気(高圧)一式

26 （株）Ｆ―Ｐｏｗｅｒ　東京都港区六
本木１丁目８番７号

61,584,294 171019 一般

171221 支出負担行為担当官 北海道開発局網
走開発建設部長 鈴木 亘 （北海道網
走市新町２丁目６番１号）

1 網走開発建設部管内庁舎等で使用する
電気(高圧)一式

26 北海道瓦斯（株）　札幌市中央区大通
西７丁目３番地１

23,901,867 171019 一般

171221 支出負担行為担当官 北海道開発局網
走開発建設部長 鈴木 亘 （北海道網
走市新町２丁目６番１号）

1 網走開発建設部管内庁舎等で使用する
電気(低圧)一式

26 リエスパワーネクスト（株）　東京都
豊島区東池袋４丁目21番１号

5,339,279 171019 一般

171222 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)1･2･3月分(佐世保) 予定数
量66,000L

2 金子産業（株）　長崎県長崎市大黒町
９番22号

92.88 ／L 170123 一般

171222 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)1･2･3月分(佐世保燃料ﾀﾝｸ)
予定数量45,000L

2 金子産業（株）　長崎県長崎市大黒町
９番22号

92.88 ／L 170123 一般

171222 支出負担行為担当官 中部地方整備局
副局長 守屋 正平 （名古屋市中区丸
の内２―１―36）

23 下田港港湾業務艇しもだ中間検査修理 77 藤高造船（株）　静岡県賀茂郡西伊豆
町安良里894

12,204,000 171101 一般
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171225 支出負担行為担当官 大阪航空局長 干
山 善幸 （大阪府大阪市中央区大手前
４―１―76）

27 那覇空港PARｷｭｰﾋﾞｸﾙ一式製造 16 富士電機株式会社関西支社　大阪府大
阪市北区大深町３―１

15,552,000 170927 一般

171225 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)1･2･3月分(壱岐) 予定数量
64,000L

2 平尾石油（有）　長崎県壱岐市郷ノ浦
町柳田触940番１号

114.48 ／L 170123 一般

171225 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)1･2･3月分(長崎) 予定数量
165,000L

2 （株）イデックスリテール西九州　長
崎県諫早市多良見町中里４番地２

93.96 ／L 170123 一般

171225 支出負担行為担当官 東京管区気象台
長 中山 博義 （東京都千代田区大手
町１―３―４）

13 東京航空地方気象台目視観測補助装置
製作及び取付調整 1式

25 （株）日立国際電気　東京都港区西新
橋２―15―12

29,484,000 171101 一般

171225 支出負担行為担当官 東北地方整備局
長 津田 修一 （宮城県仙台市青葉区
本町３―３―１）

4 大型電子複写機賃貸借及び保守(18ｰ
02)

14 三井住友トラスト・パナソニックファ
イナンス（株）　東京都港区芝浦一丁
目２―３

30,073,420 171027 一般

171226 支出負担行為担当官 気象研究所長 隈
健一 （茨城県つくば市長峰１―１）

8 気象研究所で使用する電気の調達 契
約電力 1,550kw 年間予定数量
7,907,461kwh

26 株式会社Ｆ―Ｐｏｗｅｒ　東京都港区
六本木１―８―７

131,696,361 171030 一般

171226 支出負担行為担当官 国土交通省大臣
官房会計課長 海谷 厚志 （東京都千
代田区霞が関２―１―３）

13 船舶保険ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等のｼｽﾃﾑ統合に伴う
機器調達 一式

14 株式会社ワイイーシーソリューション
ズ　神奈川県横浜市中区山下町22

18,252,000 171101 一般

171226 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 A重油1･2･3月分(対馬燃料ﾀﾝｸ) 予定数
量99,000L

2 鈴木石油（株）　長崎県対馬市厳原町
久田道1571番地

81 ／L 170123 一般

171226 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)1･2･3月分(対馬燃料ﾀﾝｸ)
予定数量202,000L

2 （株）エコモ　長崎県対馬市厳原町久
田615番地２

78.408 ／L 170123 一般

171226 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)1･2･3月分(比田勝) 予定数
量112,000L

2 （有）日新商会　長崎県対馬市上対馬
町古里504番地

108 ／L 170123 一般

171227 支出負担行為担当官 海上保安庁次長
花角 英世 （東京都千代田区霞ヶ関２
―１―３）

13 GPS受信機36個ほか6点買入 24 （株）埼玉測機社　埼玉県さいたま市
桜区西堀５―９―39

79,531,200 171106 一般

171227 支出負担行為担当官 関東地方整備局
長 泊 宏 （埼玉県さいたま市中央区
新都心２―１）

11 H29映像情報共有化設備改修 14 富士通（株）社会システム営業本部社
会ネットワーク第二統括営業部　東京
都港区東新橋１―５―２

47,520,000 171026 一般

171227 支出負担行為担当官 国土交通省自動
車局長 奥田 哲也 （東京都千代田区
霞が関２―１―３）

13 国土交通省自動車局電話設備更新 一
式

26 電通工業株式会社　東京都品川区東大
井５丁目11番２号Ｋ―11ビル

16,000,000 161104 一般

171227 支出負担行為担当官 大阪航空局長 干
山 善幸 （大阪府大阪市中央区大手前
４―１―76）

27 高知空港照明施設外発電装置用蓄電池
の製造

16 日立化成株式会社関西支社　大阪市北
区豊崎３―19―３

25,779,600 171101 一般 b

171227 支出負担行為担当官 大阪航空局長 干
山 善幸 （大阪府大阪市中央区大手前
４―１―76）

27 三河ARSR20kVA無停電電源装置(製造･
設置･調整)

16 富士電機株式会社関西支社　大阪府大
阪市北区大深町３―１

31,860,000 170921 一般

171227 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)1･2･3月分(関門地区) 予定
数量59,000L

2 岸砿油（株）　山口県下関市東大和町
１丁目４番１号

97.2 ／L 170123 一般

171227 支出負担行為担当官 第七管区海上保
安本部長 坪上 浩治 （北九州市門司
区西海岸１―３―10）

40 軽油(免税)1･2･3月分(若松) 予定数量
50,000L

2 （株）九州エナジー門司給油所　福岡
県北九州市門司区東本町１丁目７番13
号

97.092 ／L 170123 一般

171227 支出負担行為担当官 北陸地方整備局
次長 佐々木 宏 （新潟市中央区美咲
町１―１―１）

15 平成29年度電子計算機賃貸借 1式 14 ＮＥＣキャピタルソリューション
（株）新潟支店　新潟市中央区万代３
丁目１番１号

16,373,448 171107 一般

171228 支出負担行為担当官 北陸地方整備局
長 小俣 篤 （新潟県新潟市中央区美
咲町１丁目１番１号）

15 平成29年度高田河川国道PCB廃棄物処
理業務

78 三池製錬株式会社　福岡県大牟田市新
開町２番地１

5,946,106 171024 一般


