
公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

令和３年度中国地方整
備局電子複写外

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月5日
（株）ＮＣＰサプライ
岡山県岡山市北区田中１
６５番地１０８

6260001008052 一般競争入札 非公表 220 -
単価契約
予定調達総額
9,476,236円

令和３年度一般事務用
品外購入（広島地区）

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月15日
（株）フジビジネス広島
広島市南区東荒神町3-
31

1240001010163 一般競争入札 非公表 8,580 -
単価契約
予定調達総額
10,629,555円

令和３年度一般事務用
品外購入（鳥取・島根地
区）

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月15日
（株）松文オフテック
島根県松江市苧町６

4280001000736 一般競争入札 非公表 570 -
単価契約
予定調達総額
6,984,762円

令和３年度一般事務用
品外購入（岡山地区）

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月15日
山陽文具（株）
岡山県岡山市北区下中
野573-3

6260001002708 一般競争入札 非公表 7,590 -
単価契約
予定調達総額
3,419,186円

令和３年度一般事務用
品外購入（山口地区）

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月15日
（有）タイヨードー
山口県防府市泉町25-23

1250002003198 一般競争入札 非公表 9,240 -
単価契約
予定調達総額
2,157,494円

令和３年度コピー用紙
購入

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月1日
（株）大塚商会
東京都千代田区飯田橋２
丁目１８番４号

1010001012983 一般競争入札 非公表 1,430 -
単価契約
予定調達総額
36,570,820円

令和３年度定期刊行物
購入

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月1日
（株）広島県官報販売所
広島市中区上八丁堀7-
27

5240001009243 一般競争入札 非公表 1,014 -
単価契約
予定調達総額
3,865,492円

令和３年度ガソリン外購
入

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月1日
広川エナス（株）
広島市西区横川町1-6-
17

5240001009986 一般競争入札 非公表 134 -
単価契約
予定調達総額
27,589,312円

令和３年度庁舎清掃
（広島地区）

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月1日
（株）清・さやか
広島市安佐北区あさひが
丘三丁目18-6

2240001020806 一般競争入札 非公表 1,023,000 -
単価契約
予定調達総額
20,869,039円

令和３年度庁舎清掃
（岡山地区）

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月1日
（株）研美社
岡山市北区新屋敷町2-
2-20

9260001002283 一般競争入札 非公表 746,900 -
単価契約
予定調達総額
11,877,973円

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所
法人番号

一般競争入札・指名競争入
札の別（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

様式２－３様式２－３
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令和３年度荷物運送
支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月1日
福山通運（株）
広島県福山市東深津町４
丁目２０番１号

1240001032736 一般競争入札 非公表 3,215,542 -
単価契約
予定調達総額
3,215,542円

令和３年度車両管理業
務（鳥取地区）

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月1日
（株）セノン
東京都新宿区西新宿２丁
目１番１号

3011101023258 一般競争入札 5,859,700 5,648,500 95.88%
単価契約
予定調達総額
67,782,000円

令和３年度車両管理業
務（島根地区）

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月1日
日本道路興運（株）
東京都新宿区西新宿６丁
目６番３号

7011101016571 一般競争入札 8,804,400 8,548,100 95.26%
単価契約
予定調達総額
102,577,200円

令和３年度車両管理業
務（岡山地区）

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月1日
（株）セノン
東京都新宿区西新宿２丁
目１番１号

3011101023258 一般競争入札 7,561,400 6,847,500 88.77%
単価契約
予定調達総額
82,170,000円

令和３年度車両管理業
務（広島東部地区）

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月1日
（株）セノン
東京都新宿区西新宿２丁
目１番１号

3011101023258 一般競争入札 6,642,900 5,863,000 87.13%
単価契約
予定調達総額
70,356,000円

令和３年度車両管理業
務（広島西部地区）

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月1日
日本道路興運（株）
東京都新宿区西新宿６丁
目６番３号

7011101016571 一般競争入札 12,837,000 11,770,000 89.78%
単価契約
予定調達総額
141,240,0000円

令和３年度車両管理業
務（山口地区）

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月1日
日本道路興運（株）
東京都新宿区西新宿６丁
目６番３号

7011101016571 一般競争入札 3,963,300 3,687,200 91.20%
単価契約
予定調達総額
44,246,400円

令和３年度車両借上
支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月1日

ニッポンレンタカー中国
（株）
広島市中区東千田町2-
10-6

9240001008200 一般競争入札 非公表 3,036,000 -
単価契約
予定調達総額
36,432,000円

令和３年度中国地方整
備局電気通信施設保守
業務

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月1日
（株）ケーネス
東京都港区芝公園2-6-3

8010401009458 一般競争入札 非公表 52,800,000 -

令和３年度中国管内水
防ラジオ広報

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月5日
（株）中国放送
広島県広島市中区基町
21-3

3240001006770 一般競争入札 2,871,000 2,340,800 85.81%
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中国地方整備局八丁堀
庁舎外で使用する電気

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月1日
（株）ホープ
福岡県福岡市中央区薬
院1-14-5

3290001029577 一般競争入札 29,328,301 23,385,200 99.68%
単価契約
予定調達総額
23,385,200円

令和３年度ホームペー
ジデータ作成

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月1日
（株）タイムシェア
東京都渋谷区幡ヶ谷2-
20-10

1010001129951 一般競争入札 非公表 3,960 -
単価契約
予定調達総額
1,417,680円

令和3年度経営事項審
査電算登録データ作成

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月1日
（株）ユニバーサルポスト
広島県広島市西区商工
センター7-5-52

9240001000041 一般競争入札 非公表 693 -
単価契約
予定調達総額
1,335,411円

令和３年度中国地方整
備局事前放流実施判断
システム運用管理

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月1日
（株）気象工学研究所
大阪府大阪市西区京町
堀1-8-5

4120001108792 一般競争入札 1,376,100 1,287,000 93.53%

令和３年度ソフトウｴア
ライセンス購入（その２）

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月13日

東芝デジタルソリューショ
ンズ（株）
神奈川県川崎市幸区堀
川町72-34

7010401052137 一般競争入札 9,350,000 9,350,000 100.00%

小型無人航空機操縦者
育成支援

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月14日
（株）スカイシーカー
東京都千代田区神田富
山町25番地

7011401019076 一般競争入札 4,444,000 2,849,000 64.1%

令和３年度中国地方整
備局気象情報等提供

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月1日
（株）気象工学研究所
大阪府大阪市西区京町
堀1-8-5

4120001108792 一般競争契約 非公表 125,400 －

令和3年度一般廃棄物
処理

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月1日
（株）東洋クリーナー
広島県広島市西区中広
町3-25-8

8240001007351 一般競争契約 非公表 69,300 －
単価契約
予定調達総額
831,600

令和３年度中国地方整
備局不要書類等処分作
業

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月12日
（株）ＩＳＣ
広島県広島市佐伯区五
日市中央4-7-24

3240001014105 一般競争契約 非公表 22 －
単価契約
予定調達総額
880,000

令和３年度道路交通情
報通信システム改良

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀６－３０

令和3年4月7日
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門1-7-
12

7010401006126 一般競争契約 10,450,000 10,230,000 97.9%
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鳥取河川国道事務所庁
舎外清掃業務
一式

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局鳥取河川国道事務所長　井
上　直
鳥取市田園町4丁目400番地

令和3年4月1日
山陰リネンサプライ（株）
鳥取市立川町２丁目３２５
番地

3270001000250 一般競争入札 非公表 136,400 -

単価契約
契約金額は基
準単価
予定総額
\7,000,000

令和３年度草刈機・除
雪建設機械点検整備
一式

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局鳥取河川国道事務所長　井
上　直
鳥取市田園町4丁目400番地

令和3年4月1日
三協建機（株）
鳥取県鳥取市南栄町９番
地

6270001000256 一般競争入札 非公表 8,250 -
単価契約
契約金額は時
間単価

鳥取河川国道事務所自
動車点検整備
一式

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局鳥取河川国道事務所長　井
上　直
鳥取市田園町4丁目400番地

令和3年4月1日

鳥取日産自動車販売
（株）
鳥取県米子市車尾２丁目
１６番１８号

3270001003427 一般競争入札 非公表 5,390 -
単価契約
契約金額は時
間単価

令和３年度建設機械点
検整備その１
一式

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局鳥取河川国道事務所長　井
上　直
鳥取市田園町4丁目400番地

令和3年4月1日
八光自動車（有）
鳥取県鳥取市吉成南町１
丁目２４番７号

7270002001748 一般競争入札 非公表 8,250 -
単価契約
契約金額は時
間単価

令和３年度建設機械点
検整備その２
一式

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局鳥取河川国道事務所長　井
上　直
鳥取市田園町4丁目400番地

令和3年4月1日

三菱ふそうトラック・バス
（株）
神奈川県川崎市中原区
大倉町１０番地

7020001078696 一般競争入札 非公表 8,800 -
単価契約
契約金額は時
間単価

令和３年度殿ダム水質
気象観測装置保守点検
一式

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局鳥取河川国道事務所長　井
上　直
鳥取市田園町4丁目400番地

令和3年4月1日
（株）ビオシス
東京都目黒区上目黒５－
２６－２３

8013201017804 一般競争入札 非公表 12,023,000 -

令和３年度鳥取河川国
道事務所管内水門設備
点検整備
一式

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局鳥取河川国道事務所長　井
上　直
鳥取市田園町4丁目400番地

令和3年4月1日
東洋プラント（株）
広島県福山市東手城町
一丁目２番３７号

4240001031462 一般競争入札 非公表 17,820,000 -

令和３年度鳥取河川国
道事務所管内道路機械
設備外点検整備
一式

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局鳥取河川国道事務所長　井
上　直
鳥取市田園町4丁目400番地

令和3年4月1日
中電プラント（株）
広島県広島市南区出汐
二町目３番１８号

4240001006976 一般競争入札 非公表 78,100,000 -
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公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所
法人番号

一般競争入札・指名競争入
札の別（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

様式２－３様式２－３

令和３年度殿ダムＧＰＳ
機器保守点検
一式

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局鳥取河川国道事務所長　井
上　直
鳥取市田園町4丁目400番地

令和3年4月1日
国際航業（株）
東京都千代田区六番町２
番地

9010001008669 一般競争入札 非公表 2,915,000 -

令和３年度鳥取管内電
気通信施設保守業務
一式

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局鳥取河川国道事務所長　井
上　直
鳥取市田園町4丁目400番地

令和3年4月1日
山陽電子工業（株）
岡山県岡山市中区長岡４
番地７３

6260001002682 一般競争入札（総合評価） 非公表 108,900,000 -

令和３年度殿ダム選択
取水設備外点検整備
一式

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局鳥取河川国道事務所長　井
上　直
鳥取市田園町4丁目400番地

令和3年4月1日
（株）丸島アクアシステム
大阪市中央区谷町５－３
－１７

9120001090020 一般競争入札 非公表 7,535,000 -

令和３年度鳥取河川国
道事務所管内排水機場
外外点検整備
一式

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局鳥取河川国道事務所長　井
上　直
鳥取市田園町4丁目400番地

令和3年4月1日
山陰クボタ水道用材（株）
島根県松江市平成町１８
２番地１５

1280001000235 一般競争入札 非公表 18,150,000 -

令和３年度殿ダム斜行
昇降設備点検整備
一式

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局鳥取河川国道事務所長　井
上　直
鳥取市田園町4丁目400番地

令和3年4月1日
日鉄日新工機（株）
広島県呉市中央一丁目２
番３号

9240001026350 一般競争入札 非公表 4,808,100 -

令和３年度大気観測局
データ整理等作業
一式

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局鳥取河川国道事務所長　井
上　直
鳥取市田園町4丁目400番地

令和3年4月13日
（株）ウエスコ
岡山県岡山市北区島田
本町２丁目５番３５号

4260001000622 一般競争入札 非公表 7,810,000 -

令和３年度倉吉局外電
気通信設備保守業務

１式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
倉吉河川国道事務所長　山田　明

鳥取県倉吉市福庭町１－１８

令和3年4月1日

（株）ケーネス

東京都港区芝公園２丁目
６番３号

8010401009458 一般競争入札 非公開 40,600,000 -

倉吉河川国道事務所管
内で使用する電気

１式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
倉吉河川国道事務所長　山田　明

鳥取県倉吉市福庭町１－１８

令和3年4月1日

中国電力（株）

広島県広島市中区小町４
番３３号

4240001006753 一般競争入札 非公開 12,164,241 -
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公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所
法人番号

一般競争入札・指名競争入
札の別（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

様式２－３様式２－３

令和３年度建設機械点
検整備

１式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
倉吉河川国道事務所長　山田　明

鳥取県倉吉市福庭町１－１８

令和3年4月1日

島根日野自動車（株）

島根県松江市東出雲町
出雲郷８８１番地

5280001000347 一般競争入札 非公開 6,200 -
単価契約
契約金額は時
間あたり単価

令和３年度除雪機械点
検整備

１式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
倉吉河川国道事務所長　山田　明

鳥取県倉吉市福庭町１－１８

令和3年4月1日

島根日野自動車（株）

島根県松江市東出雲町
出雲郷８８１番地

5280001000347 一般競争入札 非公開 6,200 -
単価契約
契約金額は時
間あたり単価

令和３年度倉吉河川国
道事務所外庁舎清掃

１式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
倉吉河川国道事務所長　山田　明

鳥取県倉吉市福庭町１－１８

令和3年4月1日

三洋環境（株）

岡山県岡山市北区下伊
福上町8番20号

1260001002712 一般競争入札 非公開 276,000 -

福尾・中山公衆トイレ清
掃

１式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
倉吉河川国道事務所長　山田　明

鳥取県倉吉市福庭町１－１８

令和3年4月1日

港ビルサービス

鳥取県東伯郡琴浦町赤
碕37

- 一般競争入札 非公開 5,000 - 単価契約

道の駅ポート赤碕浄化
槽維持管理

１式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
倉吉河川国道事務所長　山田　明

鳥取県倉吉市福庭町１－１８

令和3年4月1日

鳥取県広域事業（株）

鳥取県倉吉市金森町３８
番地２

9270001005079 一般競争入札 非公開 18,900 - 単価契約

令和３年度天神川水系
流砂量観測施設点検他
作業

１式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
倉吉河川国道事務所長　山田　明

鳥取県倉吉市福庭町１－１８

令和3年4月1日

（株） 金剛測機

岡山県倉敷市中島２５４４
－１

6260001013309 一般競争入札 非公開 9,350,000 -

令和３年度和田排水機
場外点検整備

１式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
倉吉河川国道事務所長　山田　明

鳥取県倉吉市福庭町１－１８

令和3年4月1日

中国工機（株）

鳥取県倉吉市東巌城町１
３１番地

5270001007962 一般競争入札 非公開 14,000,000 -

令和３年度天神川水系
樋門点検整備

１式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
倉吉河川国道事務所長　山田　明

鳥取県倉吉市福庭町１－１８

令和3年4月1日

東洋プラント（株）

広島県福山市東手城町１
丁目２番３７号

4240001031462 一般競争入札 非公開 9,100,000 -
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公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所
法人番号

一般競争入札・指名競争入
札の別（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

様式２－３様式２－３

令和３年度倉吉管内道
路設備点検整備

１式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
倉吉河川国道事務所長　山田　明

鳥取県倉吉市福庭町１－１８

令和3年4月1日

（株）木下組

広島市佐伯区五日市町
大字石内５９９８番地１

3240002004583 一般競争入札 非公開 4,800,000 -

令和３年度倉吉河川国
道事務所自動車点検整
備

１式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
倉吉河川国道事務所長　山田　明

鳥取県倉吉市福庭町１－１８

令和3年4月1日

（有）タニモト自動車

鳥取県倉吉市福吉町2丁
目1697番地5

6270002010378 一般競争入札 非公開 4,500 -
単価契約
契約金額は時
間あたり単価

令和３年度日野川管内
電気通信施設保守業務

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局日野川河川事務所長　今津
勉
鳥取県米子市古豊千６７８

令和3年4月1日
（株）コムウイング
岡山県岡山市南区新保１
１４０番地７

9260001031910 一般競争入札 非公表 23,265,000 -

令和３年度日野川管内
放流制御設備保守業務

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局日野川河川事務所長　今津
勉
鳥取県米子市古豊千６７８

令和3年4月1日

ＪＲＣシステムサービス
（株）
東京都三鷹市牟礼６丁目
２１番１１号

8120001072614 一般競争入札 非公表 4,730,000 -

日野川堰外ゲート設備
点検整備

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局日野川河川事務所長　今津
勉
鳥取県米子市古豊千６７８

令和3年4月1日
東洋プラント（株）
広島県福山市東手城町
一丁目２番２７号

4240001031462 一般競争入札 非公表 8,910,000 -

日野川管内樋門設備点
検整備

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局日野川河川事務所長　今津
勉
鳥取県米子市古豊千６７８

令和3年4月1日
東洋プラント（株）
広島県福山市東手城町
一丁目２番２７号

4240001031462 一般競争入札 非公表 6,270,000 -

皆生排水機場機械設備
外点検整備

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局日野川河川事務所長　今津
勉
鳥取県米子市古豊千６７８

令和3年4月1日
山陰クボタ水道用材（株）
島根県松江市平成町１８
２番地１５

128000100235 一般競争入札 非公表 2,805,000 -

令和３年度日野川樋門
内外水位計他保守点検

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局日野川河川事務所長　今津
勉
鳥取県米子市古豊千６７８

令和3年4月1日
東和環境科学（株）
広島県広島市中区舟入
町６番５号

5240001018450 一般競争入札 非公表 7,260,000 -

7／26



公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所
法人番号

一般競争入札・指名競争入
札の別（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

様式２－３様式２－３

令和３年度日野川庁舎
他清掃業務

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局日野川河川事務所長　今津
勉
鳥取県米子市古豊千６７８

令和3年4月1日
港ビルサービス
鳥取県東伯郡琴浦町赤
崎３７番地

- 一般競争入札 非公表 269,500 -
単価契約（月
額）

令和３年度菅沢ダム管
理支所エレベータ保守
点検

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局日野川河川事務所長　今津
勉
鳥取県米子市古豊千６７８

令和3年4月1日
（株）日立ビルシステム
東京都千代田区神田淡
路町二丁目１０１番地

2010001027031 一般競争入札 非公表 50,600 -
単価契約（月
額）

令和３年度日野川自動
車点検整備

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局日野川河川事務所長　今津
勉
鳥取県米子市古豊千６７８

令和3年4月1日
（株）大友自動車
鳥取県米子市流通町１５
８番地５

6270001003374 一般競争入札 非公表 5,500 -
単価契約（１時
間あたり単価）

日野川管内建設機械等
点検整備

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局日野川河川事務所長　今津
勉
鳥取県米子市古豊千６７８

令和3年4月1日
（株）大友自動車
鳥取県米子市流通町１５
８番地５

6270001003374 一般競争入札 非公表 6,600 -
単価契約（１時
間あたり単価）

令和３年度松江国道管
内電気通信施設保守業
務

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
松江国道事務所　藤田　修
松江市西津田町２丁目６番２８号

令和3年4月1日
（株）ケーネス　東京都港
区芝公園二丁目６番３号

8010401009458 一般競争入札（総合評価） 非公表 112,200,000 -

松江庁舎衛生管理

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
松江国道事務所　藤田　修
松江市西津田町２丁目６番２８号

令和3年4月1日
北陽ビル管理（株）
島根県松江市片原町６２
番地１

3280001000662 一般競争入札 非公表 1,067,000 -

松江国道事務所空調設
備点検整備

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
松江国道事務所　藤田　修
松江市西津田町２丁目６番２８号

令和3年4月1日

（株）オークスコーポレー
ション
岡山県岡山市南区豊浜
町９番２４号

1260001008585 一般競争入札 非公表 3,026,100 -

松江国道事務所管内機
械設備点検整備

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
松江国道事務所　藤田　修
松江市西津田町２丁目６番２８号

令和3年4月1日

（株）木下組
広島県広島市佐伯区五
日市町大字石内５９９８番
地1

3240002004583 一般競争入札 非公表 8,580,000 -
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公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所
法人番号

一般競争入札・指名競争入
札の別（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

様式２－３様式２－３

令和３年度松江国道事
務所管内エレベータ点
検整備

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
松江国道事務所　藤田　修
松江市西津田町２丁目６番２８号

令和3年4月1日

三菱電機ビルテクノサー
ビス（株）
東京都千代田区有楽町
一丁目７番地１号

5010001030412 一般競争入札 非公表 8,291,800 -

自動車（乗用・貨物）整
備

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
松江国道事務所　藤田　修
松江市西津田町２丁目６番２８号

令和3年4月1日

（有）島根自動車整備工
場
島根県松江市東津田町１
０５７

1280002001042 一般競争入札 非公表 6,380 - 単価契約

令和３年度建設機械
（除雪機械系）整備

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
松江国道事務所　藤田　修
松江市西津田町２丁目６番２８号

令和3年4月1日
三刀屋自動車工業（株）
島根県雲南市三刀屋町
三刀屋２３５番地１

2280001005662 一般競争入札 非公表 6,160 - 単価契約

大型電子複写ほか

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
松江国道事務所　藤田　修
松江市西津田町２丁目６番２８号

令和3年4月13日
（株）NCPサプライ
岡山県岡山市北区田中１
６５－１０８

6260001008052 一般競争入札 非公表 2,100 - 単価契約

令和３年度出雲管内電
気通信施設保守業務

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
出雲河川事務所長　武内　慶了
島根県出雲市塩冶有原町５丁目１番
地

令和3年4月1日
（株）ケーネス中国支店
広島県広島市東区光町
一丁目１０番１９号

8010401009458 一般競争入札 非公表 101,750,000 -

令和３年度出雲河川管
内水面清掃船外点検整
備

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
出雲河川事務所長　武内　慶了
島根県出雲市塩冶有原町５丁目１番
地

令和3年4月1日
（有）大新
島根県松江市八幡町７８
１番地１

1280002001307 一般競争入札 非公表 13,610,000 -

令和３年度出雲河川管
内揚排水設備外点検整
備

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
出雲河川事務所長　武内　慶了
島根県出雲市塩冶有原町５丁目１番
地

令和3年4月1日
山陰クボタ水道用材（株）
島根県松江市平成町１８
２番地１５

1280001000235 一般競争入札 非公表 11,000,000 -

令和３年度出雲河川管
内ゲート設備外点検整
備

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
出雲河川事務所長　武内　慶了
島根県出雲市塩冶有原町５丁目１番
地

令和3年4月1日
山陰クボタ水道用材（株）
島根県松江市平成町１８
２番地１５

1280001000235 一般競争入札 非公表 35,750,000 -
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公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所
法人番号

一般競争入札・指名競争入
札の別（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

様式２－３様式２－３

令和３年度志津見ダム
機械設備点検整備

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
出雲河川事務所長　武内　慶了
島根県出雲市塩冶有原町５丁目１番
地

令和3年4月1日
（株）丸島アクアシステム
大阪府大阪市中央区谷
町５丁目３番１７号

9120001090020 一般競争入札 非公表 9,020,000 -

令和３年度志津見ダ
ム・尾原ダム管理庁舎
用エレベータ設備点検
整備

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
出雲河川事務所長　武内　慶了
島根県出雲市塩冶有原町５丁目１番
地

令和3年4月1日

エレベーターコミュニケー
ションズ（株）
東京都品川区南大井６－
１６－１６

5010801017897 一般競争入札 非公表 475,200 -

尾原ダム管理庁舎浄化
槽維持管理

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
出雲河川事務所長　武内　慶了
島根県出雲市塩冶有原町５丁目１番
地

令和3年4月1日
クリーン（株）
島根県大田市長久町イ２
４９番地２

4280001004092 一般競争入札 非公表 1,980,000 -

令和3年度浜田局電気
通信設備保守業務
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
浜田河川国道事務所長　前田　文雄
島根県浜田市相生町３９７３

令和3年4月1日
（株）ケーネス
東京都港区芝公園二丁
目６番３号

8010401009458 一般競争入札 非公表 117,000,000 -

令和3年度浜田河川国
道事務所小形樋門他点
検整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
浜田河川国道事務所長　前田　文雄
島根県浜田市相生町３９７３

令和3年4月1日

（株）大和エンジニヤリン
グ
広島県広島市安佐南区
緑井一丁目12番31号

9240001005800 一般競争入札 非公表 13,700,000 -

令和3年度浜田河川国
道事務所排水機場外点
検整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
浜田河川国道事務所長　前田　文雄
島根県浜田市相生町３９７３

令和3年4月1日
山陰クボタ水道用材（株）
島根県松江市平成町182
番地15

1280001000235 一般競争入札 非公表 14,000,000 -

浜田河川国道事務所庁
舎等清掃
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
浜田河川国道事務所長　前田　文雄
島根県浜田市相生町３９７３

令和3年4月1日

島根県ビルメンテナンス
協同組合
島根県松江市古志原4丁
目1番1号

1280005000264 一般競争入札 非公表 487,000 -
単価契約
契約金額は基
本月額

浜田河川国道事務所自
動車点検整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
浜田河川国道事務所長　前田　文雄
島根県浜田市相生町３９７３

令和3年4月1日
（株）石原製作所
島根県浜田市朝日町１９
番地

1280001004252 一般競争入札 非公表 7,000 -
単価契約
契約金額は時
間単価
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公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所
法人番号

一般競争入札・指名競争入
札の別（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

様式２－３様式２－３

令和3年度浜田河川国
道事務所建設機械点検
整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
浜田河川国道事務所長　前田　文雄
島根県浜田市相生町３９７３

令和3年4月1日
島根日野自動車（株）
島根県松江市東出雲町
出雲郷881番地

5280001000347 一般競争入札 非公表 6,000 -
単価契約
契約金額は時
間単価

令和3年度シルクウェイ
にちはら浄化槽維持管
理
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
浜田河川国道事務所長　前田　文雄
島根県浜田市相生町３９７３

令和3年4月1日
（株）ヤマハ環境開発
島根県益田市高津七丁
目6番1号

5280002010394 一般競争入札 非公表 15,800 - 単価契約

令和3年度ゆうひパーク
浄化槽維持管理
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
浜田河川国道事務所長　前田　文雄
島根県浜田市相生町３９７３

令和3年4月1日
門田産業（有）
島根県浜田市大辻町40
番地

9280002008204 一般競争入札 非公表 11,500 - 単価契約

令和3年度浜田河川国
道事務所式典会場設営
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
浜田河川国道事務所長　前田　文雄
島根県浜田市相生町３９７３

令和3年4月19日

ディープラーニング・オ
フィス（株）
島根県出雲市湖陵町大
池972

2280001004061 一般競争入札 非公表 680,000 -

令和3年度浜田河川国
道事務所道路機械設備
外点検整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
浜田河川国道事務所長　前田　文雄
島根県浜田市相生町３９７３

令和3年4月1日

（株）木下組
広島県広島市佐伯区五
日市町大字石内5998番
地1

3240002004583 一般競争入札 非公表 6,400,000 -

令和3年度江の川・高津
川排水樋門内外水位計
店兼整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
浜田河川国道事務所長　前田　文雄
島根県浜田市相生町３９７３

令和3年4月22日
（株）ジツタ中国
広島県広島市中区富士
見町16番2号

7240001014126 一般競争入札 非公表 3,900,000 -

令和３年度岡山河川事
務所管内電気通信設備
保守業務
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
岡山河川事務所長　大作　和弘
岡山県岡山市北区鹿田町2-4-36

令和3年4月1日
山陽電子工業（株）
岡山市中区長岡４番地７
３

6260001002682 一般競争入札（総合評価） 非公表 55,330,000 -

令和３年度吉井川排水
機場点検整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
岡山河川事務所長　大作　和弘
岡山県岡山市北区鹿田町2-4-36

令和3年4月1日
田中機電工業（株）
岡山市北区横井上１６９６
番地の２

9260001004197 一般競争入札 非公表 22,550,000 -
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公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所
法人番号

一般競争入札・指名競争入
札の別（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

様式２－３様式２－３

令和３年度百間川排水
機場外点検整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
岡山河川事務所長　大作　和弘
岡山県岡山市北区鹿田町2-4-36

令和3年4月1日
備商（株）
岡山市南区福成２丁目１
９番６号

7260001005577 一般競争入札 非公表 14,300,000 -

令和３年度旭川外排水
機場点検整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
岡山河川事務所長　大作　和弘
岡山県岡山市北区鹿田町2-4-36

令和3年4月1日
田中機電工業（株）
岡山市北区横井上１６９６
番地の２

9260001004197 一般競争入札 非公表 9,900,000 -

令和３年度岡山河川管
内堰及び水門設備外点
検整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
岡山河川事務所長　大作　和弘
岡山県岡山市北区鹿田町2-4-36

令和3年4月1日

（株）大和エンジニアリン
グ
広島市安佐南区緑井一
丁目１２番３１号

9240001005800 一般競争入札 非公表 54,780,000 -

令和３年度小田川管内
樋門・樋管設備外点検
整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
岡山河川事務所長　大作　和弘
岡山県岡山市北区鹿田町2-4-36

令和3年4月1日

（株）大和エンジニアリン
グ
広島市安佐南区緑井一
丁目１２番３１号

9240001005800 一般競争入札 非公表 7,150,000 -

令和３年度建設機械修
理（車両系）
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
岡山河川事務所長　大作　和弘
岡山県岡山市北区鹿田町2-4-36

令和3年4月1日
（株）ＭＧＨ
岡山市中区高屋６１番地

1260001002646 一般競争入札 非公表 9,570 -
単価契約
契約金額は
時間単価

令和３年度建設機械修
理（堤防除草系）
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
岡山河川事務所長　大作　和弘
岡山県岡山市北区鹿田町2-4-36

令和3年4月1日
東洋重機工業（株）
岡山市北区久米６番地

4260001004607 一般競争入札 非公表 7,040 -
単価契約
契約金額は
時間単価

自動車点検整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
岡山河川事務所長　大作　和弘
岡山県岡山市北区鹿田町2-4-36

令和3年4月1日
（株）ＭＧＨ
岡山市中区高屋６１番地

1260001002646 一般競争入札 非公表 9,900 -
単価契約
契約金額は
時間単価

Ａ重油購入
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
岡山河川事務所長　大作　和弘
岡山県岡山市北区鹿田町2-4-36

令和3年4月14日
ネクサスエナジー（株）
大阪府豊中市新千里東
町一丁目５番３号

2120901029776 一般競争入札 非公表 76 -

単価契約
契約金額は
１リットルあたり
単価
予定総額
￥2,656,500-
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公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所
法人番号

一般競争入札・指名競争入
札の別（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

様式２－３様式２－３

令和３年度岡山国道管
内電気通信施設保守点
検業務

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
岡山国道事務所長　富田　貴敏
岡山県岡山市北区冨町２丁目１９－
１２

令和3年4月1日
（株）コムウイング
岡山県岡山市南区新保１
１４０－７

9260001031910 一般競争入札 非公表 64,295,000 -

令和３年度岡山国道管
内機械設備点検整備

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
岡山国道事務所長　富田　貴敏
岡山県岡山市北区冨町２丁目１９－
１２

令和3年4月1日
田中機電工業（株）
岡山県岡山市北区横井
上１６９６番地の２

9260001004197 一般競争入札 非公表 16,170,000 -

令和３年度三石特殊車
両自動計測装置外点検
整備

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
岡山国道事務所長　富田　貴敏
岡山県岡山市北区冨町２丁目１９－
１２

令和3年4月1日

オムロンフィールドエンジ
ニアリング（株）
東京都目黒区三田一丁
目６－２１

7013201017136 一般競争入札 非公表 8,250,000 -

令和３年度国道２号笠
岡休憩施設浄化槽保守
点検

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
岡山国道事務所長　富田　貴敏
岡山県岡山市北区冨町２丁目１９－
１２

令和3年4月13日
（有）中国水道
岡山県笠岡市相生１１０７
－２

7260002025236 一般競争入札 非公表 2,475,750 -

令和３年度岡山国道管
内大気常時観測局保守
作業

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
岡山国道事務所長　富田　貴敏
岡山県岡山市北区冨町２丁目１９－
１２

令和3年4月19日
（株）ウエスコ
岡山県岡山市北区島田
本町２丁目５番３５号

4260001000622 一般競争入札 非公表 9,251,000 -

令和３年度岡山北部自
動車点検整備

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
岡山国道事務所長　富田　貴敏
岡山県岡山市北区冨町２丁目１９－
１２

令和3年4月1日

西日本高速道路エンジニ
アリング中国（株）
広島県広島市西区西観
音町２番１号

8240001009430 一般競争入札 非公表 6,600 -

令和３年度岡山南部自
動車点検整備

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
岡山国道事務所長　富田　貴敏
岡山県岡山市北区冨町２丁目１９－
１２

令和3年4月1日
（株）ＭＧＨ
岡山県岡山市中区高屋６
１番地

1260001002646 一般競争入札 非公表 8,800 -

令和３年度岡山北部建
設機械点検整備

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
岡山国道事務所長　富田　貴敏
岡山県岡山市北区冨町２丁目１９－
１２

令和3年4月1日

西日本高速道路エンジニ
アリング中国（株）
広島県広島市西区西観
音町２番１号

8240001009430 一般競争入札 非公表 6,600 -
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公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所
法人番号

一般競争入札・指名競争入
札の別（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

様式２－３様式２－３

令和３年度岡山南部建
設機械点検整備

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
岡山国道事務所長　富田　貴敏
岡山県岡山市北区冨町２丁目１９－
１２

令和3年4月1日
（株）ＭＧＨ
岡山県岡山市中区高屋６
１番地

1260001002646 一般競争入札 非公表 8,800 -

岡山国道事務所図面複
写外

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
岡山国道事務所長　富田　貴敏
岡山県岡山市北区冨町２丁目１９－
１２

令和3年4月1日
（株）ＮＣＰサプライ
岡山県岡山市北区田中１
６５番地１０８

6260001008052 一般競争入札 非公表 1,300 -

令和３年度小田川付替
濁水処理施設点検他作
業

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局　高梁川・小田川緊
急
治水対策河川事務所長　　濱田　靖
彦
岡山県倉敷市真備町箭田1141番地1

令和3年4月1日
（株）フソウ
香川県高松市郷東町７９
２番地８

9010001055694 一般競争入札 46,464,000 42,900,000 92.45%

令和３年度芦田川水質
自動監視装置保守点検
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
福山河川国道事務所長　福代　智之
広島県福山市三吉町4-4-13

令和3年4月1日
（株）ジツタ中国
広島県広島市中区富士
見町16-2

7240001014126 一般競争入札 非公表 5,148,000 -

令和３年度芦田川水系
水門設備外点検整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
福山河川国道事務所長　福代　智之
広島県福山市三吉町4-4-13

令和3年4月1日
東洋プラント（株）
広島県福山市東手城町
1-2-37

4240001031462 一般競争入札 非公表 48,070,000 -

令和３年度芦田川水系
排水機場外点検整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
福山河川国道事務所長　福代　智之
広島県福山市三吉町4-4-13

令和3年4月1日
東洋プラント（株）
広島県福山市東手城町
1-2-37

4240001031462 一般競争入札 非公表 26,400,000 -

令和３年度福山空調設
備点検整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
福山河川国道事務所長　福代　智之
広島県福山市三吉町4-4-13

令和3年4月1日
（株）西日本ファシリティー
広島県福山市東深津七
丁目15-2

7240001033084 一般競争入札 非公表 5,198,600 -

令和３年度国道２号入
船地下道エレベータ点
検整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
福山河川国道事務所長　福代　智之
広島県福山市三吉町4-4-13

令和3年4月1日
東芝エレベータ（株）
神奈川県川崎市幸区堀
川町72-34

5010701006785 一般競争入札 非公表 2,491,500 -

令和３年度芦田川水系
内外水位計保守点検整
備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
福山河川国道事務所長　福代　智之
広島県福山市三吉町4-4-13

令和3年4月1日
東和環境科学（株）
広島県広島市中区舟入
町6-5

5240001018450 一般競争入札 非公表 8,470,000 -
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公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所
法人番号

一般競争入札・指名競争入
札の別（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

様式２－３様式２－３

令和３年度福山管内道
路関係機械設備点検整
備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
福山河川国道事務所長　福代　智之
広島県福山市三吉町4-4-13

令和3年4月1日

（株）木下組
広島県広島市佐伯区五
日市町大字石内５９９８番
地１

3240002004583 一般競争入札 非公表 7,095,000 -

令和３年度芦田川船舶
点検整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
福山河川国道事務所長　福代　智之
広島県福山市三吉町4-4-13

令和3年4月1日
（株）呉ダイヤ
広島県呉市海岸4-7-1

5240001025760 一般競争入札 非公表 2,968,510 -

令和３年度福山管内電
気通信設備保守業務
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
福山河川国道事務所長　福代　智之
広島県福山市三吉町4-4-13

令和3年4月1日
(株)コムウィング
岡山県岡山市南区新保
1140ｰ7

9260001031910 一般競争入札（総合評価） 非公表 56,320,000 -

令和３年度芦田川河口
堰自動制御設備保守業
務
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
福山河川国道事務所長　福代　智之
広島県福山市三吉町4-4-13

令和3年4月1日
ＪＲＣシステムサービス
（株）　　　　　　　　　　東
京都三鷹市牟礼6-21-11

8120001072614 一般競争入札 非公表 4,422,000 -

令和３年度福山河川国
道事務所外自動車整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
福山河川国道事務所長　福代　智之
広島県福山市三吉町4-4-13

令和3年4月1日
アサヒタクシー(株)
広島県福山市新涯町2-
20-11

6240001029736 一般競争入札 非公表 6,600 -

単契契約
契約金額は基
準単価

令和３年度福山河川国
道事務所本庁舎外清掃
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
福山河川国道事務所長　福代　智之
広島県福山市三吉町4-4-13

令和3年4月1日
（株）スカイビルメンテック
岡山県倉敷市玉島乙島
7041－14D105

4260001024811 一般競争入札 非公表 154,000 -

単価契約
契約金額は基
準単価
予定総額
2,388,223-

令和３年度福山河川国
道事務所建設機械整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
福山河川国道事務所長　福代　智之
広島県福山市三吉町4-4-13

令和3年4月1日
林田工業（株）
広島県福山市赤坂町大
字赤坂1199-6

1240001031721 一般競争入札 非公表 6,600 -

単契契約
契約金額は基
準単価

令和３年度福山河川国
道事務所建設車両整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
福山河川国道事務所長　福代　智之
広島県福山市三吉町4-4-13

令和3年4月1日
広島日野自動車（株）
広島県広島市安芸区船
越南2-7-4

6240001036583 一般競争入札 非公表 8,360 -

単契契約
契約金額は基
準単価

令和３年度福山河川国
道事務所福山市内浄化
槽維持管理
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
福山河川国道事務所長　福代　智之
広島県福山市三吉町4-4-13

令和3年4月1日
（株）浄管センター
広島県福山市御幸町中
津原1678-1

3240001040712 一般競争入札 非公表 21,160 -

単価契約
契約金額は基
準単価
予定総額
1,322,371-
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公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所
法人番号

一般競争入札・指名競争入
札の別（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

様式２－３様式２－３

令和３年度福山河川国
道事務所三原市内浄化
槽維持管理
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
福山河川国道事務所長　福代　智之
広島県福山市三吉町4-4-13

令和3年4月1日
森川環境サービス（有）
広島県三原市糸崎4-9-
35

2240002053788 一般競争入札 非公表 185,240 -

単価契約
契約金額は基
準単価
予定総額
3,652,880-

令和３年度芦田川水文
水質データ登録
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
福山河川国道事務所長　福代　智之
広島県福山市三吉町4-4-13

令和3年4月14日

ダイホーコンサルタント
（株）
広島県福山市明神町1-
5-38

4240001031207 一般競争入札 非公表 6,072,000 -

三次庁舎等清掃業務
一式

分任支出負担行為担当官
三次河川国道事務所長
西尾　正博
広島県三次市十日市西６丁目２番１
号

令和3年4月1日
　（株）メイク
岡山県倉敷市川入７１７
番地２

6260001016427 一般競争入札 非公表 363,000 -

単価契約
契約金額は月
額
予定総額
￥４，３５６，００
０

三次自動車点検整備
一式

分任支出負担行為担当官
三次河川国道事務所長
西尾　正博
広島県三次市十日市西６丁目２番１
号

令和3年4月1日

三次自動車サービス
（株）
広島県三次市西酒屋７５
番地の１

9240001024536 一般競争入札 非公表 8,250 -
単価契約
契約金額は
時間単価

庄原自動車点検整備
一式

分任支出負担行為担当官
三次河川国道事務所長
西尾　正博
広島県三次市十日市西６丁目２番１
号

令和3年4月1日
（株）みづほ
広島県庄原市新庄町字
王子８８番地５９

6240001025033 一般競争入札 非公表 8,250 -
単価契約
契約金額は
時間単価

令和３年度三次拡幅除
雪系建設機械外点検整
備　　　一式

分任支出負担行為担当官
三次河川国道事務所長
西尾　正博
広島県三次市十日市西６丁目２番１
号

令和3年4月1日
山口ボデー（有）
広島県庄原市東本町３丁
目７番１４号

9240002031647 一般競争入札 非公表 8,030 -
単価契約
契約金額は
時間単価

令和３年度三次車両系
建設機械外点検整備
一式

分任支出負担行為担当官
三次河川国道事務所長
西尾　正博
広島県三次市十日市西６丁目２番１
号

令和3年4月1日
広島日野自動車(株)
広島県広島市安芸区船
越南２丁目７番４号

6240001036583 一般競争入札 非公表 8,360 -
単価契約
契約金額は
時間単価

令和３年度三次特殊系
建設機械外点検整備
一式

分任支出負担行為担当官
三次河川国道事務所長
西尾　正博
広島県三次市十日市西６丁目２番１
号

令和3年4月1日

三次自動車サービス
（株）
広島県三次市西酒屋７５
番地の１

9240001024536 一般競争入札 非公表 8,250 -
単価契約
契約金額は
時間単価

三次管内重油外購入
一式

分任支出負担行為担当官
三次河川国道事務所長
西尾　正博
広島県三次市十日市西６丁目２番１
号

令和3年4月1日
えむエナジー(株)
広島県三次市十日市南１
丁目５番８号

7240001024521 一般競争入札 非公表 2,467,400 - 単価契約
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公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所
法人番号

一般競争入札・指名競争入
札の別（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

様式２－３様式２－３

令和３年度三次管内電
気通信施設保守業務
一式

分任支出負担行為担当官
三次河川国道事務所長
西尾　正博
広島県三次市十日市西６丁目２番１
号

令和3年4月1日
(株)ケーネス
東京都港区芝公園２丁目
６番３号

8010401009458 一般競争入札（総合評価） 非公表 152,900,000 -

令和３年度江の川上流
河川ポンプ設備外点検
整備　　一式

分任支出負担行為担当官
三次河川国道事務所長
西尾　正博
広島県三次市十日市西６丁目２番１
号

令和3年4月1日
塩田工業(株)
広島県広島市南区東雲２
丁目１４番６号

6240001004474 一般競争入札 非公表 21,450,000 -

令和３年度三次管内水
門設備外点検整備　一
式

分任支出負担行為担当官
三次河川国道事務所長
西尾　正博
広島県三次市十日市西６丁目２番１
号

令和3年4月1日
(株)大和エンジニヤリング
広島県広島市安佐南区
緑井１丁目１２番３１号

9240001005800 一般競争入札 非公表 40,040,000 -

令和３年度灰塚ダム水
質浄化設備外点検整備
一式

分任支出負担行為担当官
三次河川国道事務所長
西尾　正博
広島県三次市十日市西６丁目２番１
号

令和3年4月1日
(株)大和エンジニヤリング
広島県広島市安佐南区
緑井１丁目１２番３１号

9240001005800 一般競争入札 非公表 9,350,000 -

令和３年度三次管内道
路機械設備点検整備
一式

分任支出負担行為担当官
三次河川国道事務所長
西尾　正博
広島県三次市十日市西６丁目２番１
号

令和3年4月1日

日本メンテナスエンジ二
ヤリング(株)
大阪府大阪市北区同心１
丁目７番１４号

5120001073004 一般競争入札 非公表 9,251,000 -

令和３年度備北丘陵公
園エレベータ設備保守
点検（その１）
一式

分任支出負担行為担当官
三次河川国道事務所長
西尾　正博
広島県三次市十日市西６丁目２番１
号

令和3年4月1日
東芝エレベータ（株）
神奈川県川崎市幸区堀
川町７２番地３４

5010701006785 一般競争入札 非公表 1,858,560 -

令和３年度備北丘陵公
園エレベータ設備保守
点検（その２）
一式

分任支出負担行為担当官
三次河川国道事務所長
西尾　正博
広島県三次市十日市西６丁目２番１
号

令和3年4月1日

日本エレベーター製造
（株）
東京都千代田区岩本町１
丁目１０番３号

8010001032926 一般競争入札 非公表 3,977,600 -

令和３年度灰塚ダムエ
レベータ設備保守点検
一式

分任支出負担行為担当官
三次河川国道事務所長
西尾　正博
広島県三次市十日市西６丁目２番１
号

令和3年4月1日

日本オーチス・エレベータ
（株）
東京都文京区本駒込２丁
目２８番８号

9010001075825 一般競争入札 非公表 1,643,400 -
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公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所
法人番号

一般競争入札・指名競争入
札の別（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

様式２－３様式２－３

令和３年度備北丘陵公
園浄化槽維持管理作業
一式

分任支出負担行為担当官
三次河川国道事務所長
西尾　正博
広島県三次市十日市西６丁目２番１
号

令和3年4月1日
（有）比婆西清掃社
広島県庄原市実留町１８
３６番地の８

7240002031566 一般競争入札 非公表 5,083,386 -

安芸高田トイレ浄化槽
保守点検外
一式

分任支出負担行為担当官
三次河川国道事務所長
西尾　正博
広島県三次市十日市西６丁目２番１
号

令和3年4月1日
（株）高田環境
広島県安芸高田市吉田
町吉田１４８９番地１４

6240001024761 一般競争入札 非公表 1,353,000 -

令和３年度江の川上流
排水樋門水位計外点検
整備　　一式

分任支出負担行為担当官
三次河川国道事務所長
西尾　正博
広島県三次市十日市西６丁目２番１
号

令和3年4月8日
（株）ビオシス
東京都目黒区上目黒５丁
目２６番２３号

8013201017804 一般競争入札 非公表 14,069,000 -

三次管内排水樋門通報
応答装置外点検整備
一式

分任支出負担行為担当官
三次河川国道事務所長
西尾　正博
広島県三次市十日市西６丁目２番１
号

令和3年4月8日
東和環境科学（株）
広島県広島市中区舟入
町６番５号

5240001018450 一般競争入札 非公表 14,300,000 -

令和３年度広島県内新
聞掲載広報
一式

分任支出負担行為担当官
三次河川国道事務所長
西尾　正博
広島県三次市十日市西６丁目２番１
号

令和3年4月14日
（株）中国新聞アド
広島県広島市中区宝町５
番２８号

6240001006669 一般競争入札 非公表 4,455,000 -

令和３年度島根県内新
聞掲載広報
一式

分任支出負担行為担当官
三次河川国道事務所長
西尾　正博
広島県三次市十日市西６丁目２番１
号

令和3年4月14日

山陰中央新報いわみ開
発（株）
島根県浜田市竹迫町２８
８６番地

5280001005024 一般競争入札 非公表 983,840 -

令和３年度広島・島根
県内ラジオ広報
一式

分任支出負担行為担当官
三次河川国道事務所長
西尾　正博
広島県三次市十日市西６丁目２番１
号

令和3年4月14日
（株）中国新聞アド
広島県広島市中区宝町５
番２８号

6240001006669 一般競争入札 非公表 4,213,000 -

令和３年度雲南吉田ト
イレ浄化槽保守点検外
一式

分任支出負担行為担当官
三次河川国道事務所長
西尾　正博
広島県三次市十日市西６丁目２番１
号

令和3年4月14日
（有）フジハラメンテナンス
島根県雲南市加茂町南
加茂８８８番地６

9280002011496 一般競争入札 非公表 1,804,385 -
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公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所
法人番号

一般競争入札・指名競争入
札の別（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

様式２－３様式２－３

令和３年度太田川管内
電気通信施設保守
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局　太田川河川事務
所長　平野　明徳
広島県広島市中区八丁堀３－２０

令和3年4月1日
（株）ケーネス
東京都港区芝公園２丁目
６番３号

8010401009458 一般競争入札 非公表 40,920,000 -

令和３年度太田川管内
ゲート設備点検整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局　太田川河川事務
所長　平野　明徳
広島県広島市中区八丁堀３－２０

令和3年4月1日

（株）大和エンジニヤリン
グ
広島県広島市安佐南区
緑井１丁目１２番３１号

9240001005800 一般競争入札 非公表 51,150,000 -

令和３年度太田川管内
ポンプ設備点検整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局　太田川河川事務
所長　平野　明徳
広島県広島市中区八丁堀３－２０

令和3年4月1日

（株）大和エンジニヤリン
グ
広島県広島市安佐南区
緑井１丁目１２番３１号

9240001005800 一般競争入札 非公表 14,520,000 -

令和３年度長時間雨量
予測データ提供
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局　太田川河川事務
所長　平野　明徳
広島県広島市中区八丁堀３－２０

令和3年4月1日
（株）気象工学研究所
大阪府大阪市西区京町
堀１丁目８番５号

4120001108792 一般競争入札 非公表 2,090,000 -

令和３年度太田川管内
水文観測所外保守点検
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局　太田川河川事務
所長　平野　明徳
広島県広島市中区八丁堀３－２０

令和3年4月1日
（株）ジツタ中国
広島県広島市中区富士
見町１６番２号

7240001014126 一般競争入札 非公表 39,050,000 -

令和３年度太田川水面
清掃船外点検整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局　太田川河川事務
所長　平野　明徳
広島県広島市中区八丁堀３－２０

令和3年4月1日
（株）呉ダイヤ
広島県呉市海岸４丁目７
番１号

5240001025760 一般競争入札 非公表 7,150,000 -

令和３年度太田川建設
機械点検整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局　太田川河川事務
所長　平野　明徳
広島県広島市中区八丁堀３－２０

令和3年4月1日
（株）あき建機
広島県広島市安佐南区
川内５丁目３２番１０号

2240001000287 一般競争入札 非公表 7,700 -
単価契約
契約金額は時
間単価

令和３年度太田川災害
対策機械外点検整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局　太田川河川事務
所長　平野　明徳
広島県広島市中区八丁堀３－２０

令和3年4月1日
（株）西田修理工場
広島県広島市西区観音
本町２丁目４番１４号

1240001008348 一般競争入札 非公表 4,950 -
単価契約
契約金額は時
間単価
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公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所
法人番号

一般競争入札・指名競争入
札の別（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

様式２－３様式２－３

太田川河川事務所外庁
舎警備業務
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局　太田川河川事務
所長　平野　明徳
広島県広島市中区八丁堀３－２０

令和3年4月1日
セコム（株）
東京都渋谷区神宮前１丁
目５番１号

6011001035920 一般競争入札 非公表 85,800 -

単価契約
契約金額は１月
あたりの単価
総額
\５，１４８，０００
－

太田川グラウンド利用
調整及び施錠管理
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局　太田川河川事務
所長　平野　明徳
広島県広島市中区八丁堀３－２０

令和3年4月1日
（株）セントラル警備
広島県広島市西区横川
新町１４番１２号

4240002025694 一般競争入札 非公表 2,145 -

単価契約
契約金額は１回
あたりの単価
予定総額
\４，５８４，２５０
－

令和３年度太田川総合
水防演習音響機器運営
外

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局　太田川河川事務
所長　平野　明徳
広島県広島市中区八丁堀３－２０

令和3年4月12日
（株）RSKサービス
岡山県岡山市北区丸の
内２丁目１番１０号

4260001002701 一般競争入札 非公表 14,520,000 -

令和３年度太田川総合
水防演習会場設営外

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局　太田川河川事務
所長　平野　明徳
広島県広島市中区八丁堀３－２０

令和3年4月15日
（株）ヒロカシ
広島県広島市西区楠町４
丁目１番５号

3240001009963 一般競争入札 非公表 14,960,000 -

佐方サービスエリアトイ
レ清掃

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局広島国道事務所長　神田　忠
士
広島県広島市南区東雲２丁目１３番
２８号

令和3年4月1日
都市環境サービス（株）
広島県広島市安佐南区
祇園２丁目１７番４１号

6240002011180 一般競争入札 357,500 235,950 66.00%

単価契約
予定調達総額
２，１２３，５５０

令和３年度広島国道管
内電気通信施設保守業
務

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局広島国道事務所長　神田　忠
士
広島県広島市南区東雲２丁目１３番
２８号

令和3年4月1日
（株）ケーネス
東京都港区芝公園２丁目
６番３号

8010401009458 一般競争入札 非公表 53,130,000 -

令和３年度広島国道管
内情報管理施設保守業
務

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局広島国道事務所長　神田　忠
士
広島県広島市南区東雲２丁目１３番
２８号

令和3年4月1日

ミナモト通信（株）
神奈川県横浜市戸塚区
平戸町５５９番地６

2020001030034 一般競争入札 非公表 76,670,000 -

令和３年度広島国道管
内大気観測所保守作業

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局広島国道事務所長　神田　忠
士
広島県広島市南区東雲２丁目１３番
２８号

令和3年4月1日
環境計測（株）
京都府京都市伏見区竹
田北三ツ杭町８４番地

3130001014157 一般競争入札 19,481,000 19,030,000 97.68%
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公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所
法人番号

一般競争入札・指名競争入
札の別（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

様式２－３様式２－３

広島国道管内機械設備
点検整備

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局広島国道事務所長　神田　忠
士
広島県広島市南区東雲２丁目１３番
２８号

令和3年4月1日

（株）木下組
広島県広島市佐伯区五
日市町大字石内５９９８番
地１

3240002004583 一般競争入札 45,837,000 26,180,000 57.12%

紙屋町地下歩道外昇降
設備点検整備

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局広島国道事務所長　神田　忠
士
広島県広島市南区東雲２丁目１３番
２８号

令和3年4月1日
（株）日立ビルシステム
東京都千代田区神田淡
路町２丁目１０１番地

2010001027031 一般競争入札 16,093,000 12,870,000 79.97%

城北地下道（２－４号
機）外エレベーター点検
整備

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局広島国道事務所長　神田　忠
士
広島県広島市南区東雲２丁目１３番
２８号

令和3年4月1日

日本オーチス・エレベータ
（株）
東京都文京区本駒込２丁
目２８番８号

9010001075825 一般競争入札 2,486,000 2,164,800 87.08%

白島横断歩道橋エレ
ベーター点検整備

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局広島国道事務所長　神田　忠
士
広島県広島市南区東雲２丁目１３番
２８号

令和3年4月1日
東芝エレベータ（株）
神奈川県川崎市幸区堀
川町７２番地３４

5010701006785 一般競争入札 1,969,000 1,676,400 85.14%

江波横断歩道橋エレ
ベーター点検整備

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局広島国道事務所長　神田　忠
士
広島県広島市南区東雲２丁目１３番
２８号

令和3年4月1日

日本エレベーター製造
（株）
東京都千代田区岩本町１
丁目１０番３号

8010001032926 一般競争入札 1,199,000 1,056,000 88.07%

呉駅前横断歩道橋エレ
ベーター点検整備

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局広島国道事務所長　神田　忠
士
広島県広島市南区東雲２丁目１３番
２８号

令和3年4月1日

三菱電機ビルテクノサー
ビス（株）
東京都千代田区有楽町１
丁目７番１号

5010001030412 一般競争入札 1,276,000 1,227,600 96.21%

広島国道管内建設機械
点検整備

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局広島国道事務所長　神田　忠
士
広島県広島市南区東雲２丁目１３番
２８号

令和3年4月1日

丸山自動車（株）
広島県広島市西区商工
センター８丁目１０番１９
号

7240001011288 一般競争入札 6,930 6,930 100.00%

単価契約
予定調達総額
１０，０００，０００

広島国道図面複写外

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局広島国道事務所長　神田　忠
士
広島県広島市南区東雲２丁目１３番
２８号

令和3年4月6日
（株）アールボックス
広島県広島市西区南観
音町２１番２４号

7240001000266 一般競争入札 非公表 2,750 -

単価契約
予定調達総額
１０，８４３，６９０

21／26



公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所
法人番号

一般競争入札・指名競争入
札の別（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

様式２－３様式２－３

佐方浄化槽他点検整備

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局広島国道事務所長　神田　忠
士
広島県広島市南区東雲２丁目１３番
２８号

令和3年4月8日
佐伯清掃（有）
広島県広島市佐伯区屋
代１丁目１番３号

2240002006473 一般競争入札 10,208,000 10,208,000 100.00%

上根浄化槽点検整備

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局広島国道事務所長　神田　忠
士
広島県広島市南区東雲２丁目１３番
２８号

令和3年4月12日

（株）高田環境
広島県安芸高田市吉田
町吉田字大浜１４８９番地
１４

6240001024761 一般競争入札 1,505,262 1,504,800 99.97%

令和３年度広島西部山
系土石流監視装置外点
検
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局　広島西部山系砂
防事務所長　大山　誠
広島県広島市中区八丁堀３－２０

令和3年4月1日

中電技術コンサルタント
（株）
広島県広島市南区出汐２
丁目３番３０号

6240001006974 一般競争入札 非公表 2,860,000 -

広島西部砂防廿日市出
張所庁舎警備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局　広島西部山系砂
防事務所長　大山　誠
広島県広島市中区八丁堀３－２０

令和3年4月1日
セコム（株）
東京都渋谷区神宮前１丁
目５番１号

6011001035920 一般競争入札 非公表 21,450 -

単価契約
契約金額は月
額
予定総額
\1,287,000-

令和３年度山口管内電
気通信施設保守業務
一式

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局山口河川国道事務所長　松
本幸司
山口県防府市国衙1丁目10番20号

令和3年4月1日
（株）ケーネス
東京都港区芝公園2-6-3

8010401009458 一般競争入札（総合評価） ¥141,779,000 141,350,000 99.70%

令和３年度県庁前地下
道エレベータ点検整備
一式

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局山口河川国道事務所長　松
本幸司
山口県防府市国衙1丁目10番20号

令和3年4月1日

東芝エレベータ（株）中国
支社
広島県広島市中区大手
町二丁目７番１０号

5010701006785 一般競争入札 ¥2,343,000 2,296,800 98.03%
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公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所
法人番号

一般競争入札・指名競争入
札の別（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

様式２－３様式２－３

令和３年度山口機械設
備点検整備
一式

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局山口河川国道事務所長　松
本幸司
山口県防府市国衙1丁目10番20号

令和3年4月1日

（株）大和エンジニヤリン
グ
広島県広島市安佐南区
緑井1丁目12-31

9240001005800 一般競争入札 ¥37,829,000 37,290,000 98.58%

令和３年度管内大気観
測局点検作業
一式

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局山口河川国道事務所長　松
本幸司
山口県防府市国衙1丁目10番20号

令和3年4月12日
環境計測（株）
京都市伏見区竹田北三
ツ杭町84番地

3130001014157 一般競争入札 ¥20,295,000 18,810,000 92.68%

山口河川国道事務所外
庁舎等清掃業務
一式

分任支出負担行為担当官中国地方
整備局山口河川国道事務所長　松
本幸司
山口県防府市国衙1丁目10番20号

令和3年4月1日

（株）オークスコーポレー
ション
岡山県岡山市南区豊浜
町９番２４号

1260001008585 一般競争入札 ¥8,585,700 5,448,000 63.45%
単価契約
契約金額は月
額

令和3年度山陰西部国
道事務所自動車整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
山陰西部国道事務所長　福島　広志
山口県萩市大字江向318番地2

令和3年4月1日
山口トヨタ自動車（株）
山口県山口市小郡下郷９
４５番地２

4250001000788 一般競争入札 非公表 7,000 -
単価契約
契約金額は時
間単価

令和３年度土師ダム昇
降施設保守点検

一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
土師ダム管理所長
伊東　健
広島県安芸高田市八千代町土師３６
９－２４

令和3年4月1日

日鉄テックスエンジ（株）

東京都千代田区丸の内２
－５－２

8010001062980 一般競争入札 非公表 2,498,100 -

令和３年度土師ダム曝
気設備外点検整備

一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
土師ダム管理所長
伊東　健
広島県安芸高田市八千代町土師３６
９－２４

令和3年4月1日

（株）大和エンジニヤリン
グ

広島市安佐南区緑井１－
１２－３１

9240001005800 一般競争入札 非公表 14,630,000 -
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公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所
法人番号

一般競争入札・指名競争入
札の別（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

様式２－３様式２－３

令和３年度土師ダム管
内電気通信設備保守業
務

一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
土師ダム管理所長
伊東　健
広島県安芸高田市八千代町土師３６
９－２４

令和3年4月1日

研信電操（株）

岡山市北区中山下１－９
－４０

7470001001398 一般競争入札 非公表 16,225,000 -

令和３年度土師ダム水
質自動観測装置保守点
検

一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
土師ダム管理所長
伊東　健
広島県安芸高田市八千代町土師３６
９－２４

令和3年4月1日

（株）ジツタ中国

広島市中区富士見町１６
－２

7240001014126 一般競争入札 非公表 13,750,000 -

令和３年度土師ダム管
理所外清掃業務

一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
土師ダム管理所長
伊東　健
広島県安芸高田市八千代町土師３６
９－２４

令和3年4月1日

（株）清・さやか

広島市安佐北区あさひが
丘３－１８－６

2240001020806 一般競争入札 非公表 71,500 -
単価契約
契約金額は月
額

令和３年度土師ダム管
理所外浄化槽保守点検
及び清掃

一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
土師ダム管理所長
伊東　健
広島県安芸高田市八千代町土師３６
９－２４

令和3年4月1日

（株）高田環境

広島県安芸高田市吉田
町吉田１４８９－１４

6240001024761 一般競争入札 非公表 3,888,500 -

弥栄管内電気通信施設
保守業務
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
弥栄ダム管理所長
先灘　啓二
広島県大竹市小方町小方８１３番地
１

令和3年4月1日
研信電操（株）
香川県高松市栗林町１丁
目１２番２６号

7470001001398 一般競争入札 非公表 17,380,000 -

弥栄ダム放流設備外点
検整備
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
弥栄ダム管理所長
先灘　啓二
広島県大竹市小方町小方８１３番地
１

令和3年4月1日
日本電気（株）
東京都港区芝５丁目７番
１号

7010401022916 一般競争入札 非公表 4,576,000 -

令和３年度弥栄ダム庁
舎外清掃業務
一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
弥栄ダム管理所長
先灘　啓二
広島県大竹市小方町小方８１３番地
１

令和3年4月1日
（株）メイク
岡山県倉敷市川入７１７
－２

6260001016427 一般競争入札 非公表 73,700 -

単価契約（左記
は基本月額）
予定調達総額
￥1,009,162

令和３年度八田原ダム
管内電気通信設備保守
作業

一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
八田原ダム管理所長
下山　茂
広島県世羅郡世羅町大字小谷
字苦谷山１１００－１

令和3年4月1日

（株）コムウイング

岡山県岡山市南区新保
１１４０－７

9260001031910 一般競争入札 非公表 21,846,000 -

令和３年度八田原ダム
水質自動監視装置外保
守点検整備

一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
八田原ダム管理所長
下山　茂
広島県世羅郡世羅町大字小谷
字苦谷山１１００－１

令和3年4月1日

（株）片岡計測器サービ
ス

山口県山口市朝田
５４１番地１

5250001000135 一般競争入札 非公表 5,313,000 -
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公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所
法人番号

一般競争入札・指名競争入
札の別（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

様式２－３様式２－３

八田原庁舎外清掃業務

一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
八田原ダム管理所長
下山　茂
広島県世羅郡世羅町大字小谷
字苦谷山１１００－１

令和3年4月1日

（有）スマイルクリーン

岡山県岡山市北区今
２丁目３－２７

7260002013488 一般競争入札 非公表 90,200 -
単価契約
契約金額は
基本月額

令和３年度温井ダム電
気通信設備保守
１式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
温井ダム管理所長　藤井　勲
広島県山県郡安芸太田町大字加計
1956-2

令和3年4月1日
研信電操（株）
香川県高松市栗林町１丁
目１２－２６号

7470001001398 一般競争入札 非公表 17,545,000 -

令和３年度温井ダム選
択取水設備外点検整備
１式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
温井ダム管理所長　藤井　勲
広島県山県郡安芸太田町大字加計
1956-2

令和3年4月1日
（株）ＩＨＩインフラ建設
東京都江東区東陽七丁
目１番１号

5010601000905 一般競争入札 非公表 20,570,000 -

令和３年度温井ダム堤
内エレベータ設備点検
整備
１式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
温井ダム管理所長　藤井　勲
広島県山県郡安芸太田町大字加計
1956-2

令和3年4月1日
（株）日立ビルシステム
東京都千代田区神田淡
路町二丁目１０１番地

2010001027031 一般競争入札 非公表 1,155,000 -

令和３年度温井ダム庁
舎外清掃業務
１式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
温井ダム管理所長　藤井　勲
広島県山県郡安芸太田町大字加計
1956-2

令和3年4月1日
都市道路開発（株）
広島県広島市中区本川
町二町目６番２１号

3240001007653 一般競争入札 非公表 168,300 -
単価契約
契約金額は月
額

令和３年度苫田鞍部ダ
ムGPS機器保守点検他

一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
苫田ダム管理所長
岡山県苫田郡鏡野町久田下原１５９
２－４

令和3年4月1日

国際航業（株）

東京都千代田区６番町２
番地

9010001008669 一般競争入札 非公表 4,015,000 -

令和３年度苫田ダムエ
レベータ設備点検整備

一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
苫田ダム管理所長
岡山県苫田郡鏡野町久田下原１５９
２－４

令和3年4月1日

三菱電機ビルテクノサー
ビス（株）

東京都千代田区有楽町１
丁目７番１号

5010001030412 一般競争入札 非公表 1,650,000 -

令和３年度苫田ダム流
域雨量予測データ配信

一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
苫田ダム管理所長
岡山県苫田郡鏡野町久田下原１５９
２－４

令和3年4月1日

（株）エムティーアイ

東京都新宿区西新宿３丁
目２０番２号

6011101023123 一般競争入札 非公表 385,000 -
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公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所
法人番号

一般競争入札・指名競争入
札の別（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

様式２－３様式２－３

令和３年度苫田ダム取
水・放流設備点検整備

一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
苫田ダム管理所長
岡山県苫田郡鏡野町久田下原１５９
２－４

令和3年4月1日

田中機電工業（株）

岡山県岡山市北区横井
上１６９６番地の２

9260001004197 一般競争入札 非公表 16,390,000 -

令和３年度苫田ダム車
両整備

一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
苫田ダム管理所長
岡山県苫田郡鏡野町久田下原１５９
２－４

令和3年4月13日

（有）鏡野車輌整備工場

岡山県苫田郡鏡野町古
川８２９

2260002027996 一般競争入札 非公表 3,300 -
単価契約
契約金額は時
間単価

令和３年度苫田ダム管
内電気通信設備保守業
務

一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
苫田ダム管理所長
岡山県苫田郡鏡野町久田下原１５９
２－４

令和3年4月1日

山陽電子工業（株）

岡山県岡山市中区長岡４
番地７３

6260001002682 一般競争入札 非公表 11,869,000 -

令和３年度苫田ダム放
流制御設備保守業務

一式

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
苫田ダム管理所長
岡山県苫田郡鏡野町久田下原１５９
２－４

令和3年4月1日

JRCシステムサービス
（株）

東京都三鷹市牟礼６丁目
２１番１１号

8120001072614 一般競争入札 非公表 3,762,000 -

排水ポンプ外点検整備

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　杉谷　康弘
広島県広島市安芸区船越南2-8-1

令和3年4月1日
(株)大和エンジニヤリング
広島市安佐南区緑井１－
１２－３１

9240001005800 一般競争入札 非公表 5,280,000 -

令和３年度中国技術電
気通信設備保守

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　杉谷　康弘
広島県広島市安芸区船越南2-8-1

令和3年4月1日
(株)ケーネス
東京都港区芝公園２－６
－３

8010401009458 一般競争入札 非公表 6,930,000 -

建設機械点検整備

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　杉谷　康弘
広島県広島市安芸区船越南2-8-1

令和3年4月1日
丸山自動車(株)
広島市西区商工センター
８－１０－１９

7240001011288 一般競争入札 非公表 6,050 -
単価契約
契約金額は時
間単価

令和３年度管内降雨試
験機運搬設営外

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　杉谷　康弘
広島県広島市安芸区船越南2-8-1

令和3年4月23日
（株）ヒロカシ
広島市西区楠木町４－１
－５

3240001009963 一般競争入札 非公表 419,760 -

単価契約
契約金額は基
準単価
予定総額
\4,472,028
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