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経理システムweb化・改造及び保守業務
契約職　副理事長　佐藤具揮
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

令和1年9月26日
（株）日立システムズ
（東京都港区三田）

6010701025710
一般競争入札（総
合評価落札方式）

－ 374,000,000 －

千葉用水多重無線装置一式製造
分任契約職　千葉用水総合管理所長
宮下武士
（千葉県八千代市村上）

令和1年9月24日
ＪＲＣシステムサービス（株）
（東京都三鷹市牟礼）

8120001072614
一般競争入札（総
合評価落札方式）

－ 82,500,000 －

総管カラー複合機賃貸借等業務（１台）
分任契約職　千葉用水総合管理所長
宮下武士
（千葉県八千代市村上）

令和1年9月30日
富士ゼロックス千葉（株）
（千葉県千葉市美浜区中瀬）

7040001004766 一般競争入札 － 3,025,440 － 単価契約

除塵車交換購入（１台）
分任契約職　利根導水総合事業所長
笠井泰孝
（埼玉県行田市大字須加）

令和1年9月19日
コマツ埼玉（株）
（埼玉県北本市宮内）

6030001061990 一般競争入札 － 6,325,000 －

ホイールローダ交換購入（１台）
分任契約職　利根導水総合事業所長
笠井泰孝
（埼玉県行田市大字須加）

令和1年9月19日
日立建機日本（株）埼玉北営業所
（埼玉県深谷市上野台）

7030001037230 一般競争入札 － 5,170,000 －

複合機賃貸借及び保守業務（1台）
分任契約職　群馬用水管理所長　稲木
道代
（群馬県前橋市古市町）

令和1年9月2日
（株）前橋大気堂
（群馬県前橋市本町）

6070001002982 一般競争入札 － 2,599,872 － 単価契約

草木ダム専用通信網監視制御装置製造
分任契約職　草木ダム管理所長　大村
朋広
（群馬県みどり市東町座間）

令和1年9月18日
ＪＲＣシステムサービス（株）
（東京都三鷹市牟礼）

8120001072614 一般競争入札 － 14,872,000 －

複合機賃貸借及び保守(愛知用水総合管理所設備
課外２箇所）（３台）

分任契約職　愛知用水総合管理所長
安藤昌文
（愛知県愛知郡東郷町）

令和1年9月11日
富士ゼロックス愛知（株）
（愛知県名古屋市中区栄）

9180001033519 一般競争入札 － 2,891,394 － 単価契約

木曽川用水連絡車交換購入(連絡車　1台)
分任契約職　木曽川用水総合管理所長
村上喜昭
（愛知県稲沢市祖父江町馬飼寺東）

令和1年9月27日
（有）岩田モータース
（愛知県稲沢市祖父江町山崎十八山）

6180002080273
一般競争入札（総
合評価落札方式）

－ 2,022,825 －

三重用水継手補強材等備蓄資材購入
分任契約職　三重用水管理所　飯田直
宏
（三重県三重郡菰野町菰野）

令和1年9月10日
（株）伊勢工業
（三重県桑名市和泉）

8190001012019 一般競争入札 － 2,970,000 －

菰野ダム外観測計器点検業務
分任契約職　三重用水管理所　飯田直
宏
（三重県三重郡菰野町菰野）

令和1年9月30日
（株）エムテック
（埼玉県さいたま市浦和区東岸町）

4011501013147 一般競争入札 － 1,914,000 －

三重用水多重無線装置製造
分任契約職　三重用水管理所　飯田直
宏
（三重県三重郡菰野町菰野）

令和1年9月25日
（株）有電社　中部支店
（愛知県名古屋市中区錦）

1011001023797
一般競争入札（総
合評価落札方式）

－ 84,150,000 －
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三重用水テレメータ装置製造
分任契約職　三重用水管理所　飯田直
宏
（三重県三重郡菰野町菰野）

令和1年9月24日
日本無線（株）　中部支社
（愛知県名古屋市中区丸の内）

3012401012867 一般競争入札 － 68,200,000 －

阿木川ダム選択取水設備保安ゲート機能確認業務
分任契約職　阿木川ダム管理所長　川
地悟
（岐阜県恵那市東野字花無山）

令和1年9月19日
豊国工業（株）　中部支店
（愛知県名古屋市西区菊井）

7240001023845 一般競争入札 － 6,820,000 －

徳山ダム管理所船舶保険契約
分任契約職　徳山ダム管理所長　竹内
英二
（岐阜県揖斐郡揖斐川町）

令和1年9月18日
損害保険ジャパン日本興亜（株）
（東京都新宿区西新宿）

4011101023372 一般競争入札 － 1,430,013 －

関西・吉野川支社淀川本部事務補助業務
分任契約職　関西・吉野川支社長  北牧
正之
（大阪府大阪市中央区）

令和1年9月20日
（株）コスモス
（東京都千代田区西神田）

2011101028555 一般競争入札 － 9,882,675 －

一庫ダム連絡車賃貸借（1台）
分任契約職　一庫ダム管理所長　後藤
浩一
（兵庫県川西市一庫字唐松）

令和1年9月20日
（株）トヨタレンタリース兵庫
（兵庫県神戸市長田区北町）

1140001016534
一般競争入札（総
合評価落札方式）

－ 2,448,600 －

琵琶湖総管監視艇外整備
分任契約職　琵琶湖開発総合管理所長
門田光司
（滋賀県大津市堅田）

令和1年9月9日
（株）杢兵衛造船所
（滋賀県大津市今堅田）

4160001001960 一般競争入札 － 2,640,000 －

広報行事実施業務
分任契約職　川上ダム建設所長　渕上
吾郎
（三重県伊賀市阿保）

令和1年9月3日
成起総合リース（株）
（大阪府大阪市天王寺区清水谷町）

5122001003683 一般競争入札 － 10,450,000 －

大山ダム人荷用昇降設備点検業務
分任契約職　筑後川局長　元永　秀
（福岡県久留米市東町）

令和1年9月10日
（株）嘉穂製作所
（福岡県飯塚市大分）

5290001045250 一般競争入札 － 3,080,000 －

小石原川ダムマイクロバス賃貸借（１台）
分任契約職　朝倉総合事業所長　染谷
健司
（福岡県朝倉市上秋月）

令和1年9月20日
（株）ＣＳＧＰ
（福岡県うきは市吉井町江南）

2290001065904 一般競争入札 － 1,089,000 － 単価契約

小石原川ダム一般事務補助業務
分任契約職　朝倉総合事業所長　染谷
健司
（福岡県朝倉市上秋月）

令和1年9月30日
（株）アクアテルス　九州支店
（福岡県久留米市荘島町）

2030001010423 一般競争入札 － 8,786,745 － 単価契約
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