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後納郵便料
契約職　副理事長　日置秀彦
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

(令和元年度の使用
料)

日本郵便（株）
（東京都千代田区霞ヶ関）

1010001112577

書類の発送については、機構にとって最も有
利な商品を選択している。また、郵便法又は
民間事業者による信書の送達に関する法律
に規定する郵便及び信書の送達が可能な事
業者は、郵便事業株式会社しかなく競争を許
さない（物品等の調達に関する契約事務処理
要領第４条第２項第一号）。

－ 2,210,945 － －

電話料
契約職　副理事長　日置秀彦
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

(令和元年度の使用
料)

NTTコミュニケーションズ(株)
（東京都千代田区内幸町）

7010001064648

電話料及び携帯電話料については、各々の
使用実態に即した機構にとって最も有利な商
品を選択し、契約している（物品等の調達に
関する契約事務処理要領第４条第２項第一
号）。

－ 1,057,562 － －

携帯電話料
契約職　副理事長　日置秀彦
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

(令和元年度の使用
料)

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

携帯電話については、各々の使用実態に即
した機構にとって最も有利な商品をを選択し、
契約している。（物品等の調達に関する事務
処理要領第４条第２項第一号）

－ 4,034,571 － －

携帯電話料
契約職　副理事長　日置秀彦
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

(令和元年度の使用
料)

（株）ソフトバンク
（東京都港区東新橋）

9010401052465

携帯電話については、各々の使用実態に即
した機構にとって最も有利な商品をを選択し、
契約している。（物品等の調達に関する事務
処理要領第４条第２項第一号）

－ 1,594,984 － －

宿舎借上料
分任契約職　総合技術センター所長　神矢　弘
（埼玉県さいたま市桜区大字神田）

(令和元年度の使用
料)

（株）クリエート川上
（大阪府茨木市竹橋町）

2120901037639
入居中宿舎の継続であり、本契約者以外との
契約はできない。（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第4条第2項第一号）

－ 1,252,200 － －

宿舎借上料
分任契約職　総合技術センター所長　神矢　弘
（埼玉県さいたま市桜区大字神田）

(令和元年度の使用
料)

㈱ハウスメイトパートナーズ
（埼玉県さいたま市中央区鈴谷）

8013301010007
入居中宿舎の継続であり、本契約者以外との
契約はできない。（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第4条第2項第一号）

－ 1,116,000 － －

宿舎借上料
分任契約職　総合技術センター所長　神矢　弘
（埼玉県さいたま市桜区大字神田）

(令和元年度の使用
料)

（株）ナウ
（大阪府茨木市双葉町）

6120001068151
入居中宿舎の継続であり、本契約者以外との
契約はできない。（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第4条第3項第一号）

－ 1,216,200 － －

電気料
分任契約職　下久保ダム管理所長　田野弘明
（埼玉県児玉郡神川町）

(令和元年度の使用
料)

東京電力エナジーパートナー(株)
（群馬県高崎市宮元町）

8010001166930

通信設備等に対し、安定的かつ継続的に電
力供給を受ける必要があるため。（物品等の
調達に関する契約事務処理要領第４条第２
項第一号）

- 1,708,866 - -

電気代
分任契約職　沼田総合管理所長　小坪洋巳
（群馬県沼田市上原町）

(令和元年度の使用
料)

東京電力ｴﾅｼﾞｰﾊﾟｰﾄﾅｰ（株）
（東京都港区東新橋）

8010001166930

通信設備等に対し、安定的かつ継続的に電
力供給を受ける必要があるため。(物品等の
調達に関する契約事務処理要領第４条第２
項第一号）

- 1,332,973 － -

ポンプ用燃料購入その２
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2年3月26日
日通商事（株）
（東京都港区海岸）

1010001025515

　印旛及び大和田機場ポンプの排水運転を
実施したため、ポンプ用燃料が減少しており、
今後の出水に備えて速やかにポンプ用燃料
を調達する必要がある。業者選定にあたって
は、当機構における平成31・32年度一般競争
（指名競争）参加資格業者に登録している業
者から、茨城県、埼玉県、千葉県及び東京都
に本店・支店を有する業者を選定し、納期迄
に燃料を納入可能で、最も安価な見積を提
出した当該業者と随意契約を締結したもので
ある。（物品等の調達に関する契約事務処理
要領第4条第2項第五号）

－ 1,967,000 － －
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事務所借料、共益費及び駐車場借上料
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2年3月26日
（株）グリーンポート・エージェンシー
（千葉県成田市三里塚字御料牧場）

9040001042822
事務所の継続契約であり、本契約者以外との
契約はできないため（物品等の調達に関する
契約事務処理要領第４条第２項第一号）。

－ 78,715,296 － －

携帯電話料
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）

(令和元年度の使用
料)

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

携帯電話料については、各々の使用実態に
即した機構にとって最も有利な商品を選択
し、契約している（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項第一号）。

－ 2,598,908 － －

電話料
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）

(令和元年度の使用
料)

東日本電信電話（株）
（東京都新宿区西新宿）

8011101028104

電話料については、各々の使用実態に即し
た機構にとって最も有利な商品を選択し、契
約している。（物品等の調達に関する契約事
務処理要領第４条第２項第一号）

－ 1,658,455 － －

群馬用水施設巡視等業務
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2年3月24日
（株）アクアテルス　関東支店
（群馬県高崎市本町）

2030001010423 一般競争入札～不落随契へ移行 － 86,900,000 － －

電気料
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）

(令和元年度の使用
料)

東京電力エナジーパートナー（株）
(東京都千代田区内幸町)

8010001166930

通信設備等に対し、安定的かつ継続的に電
気供給を受ける必要があるため。（物品等の
調達に関する契約事務処理要領第4条第2項
第一号）

－ 113,746,905 － -

電話料
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）

(令和元年度の使用
料)

東日本電信電話（株）
（東京都新宿区西新宿）

8011101028104

電気料については、個々の使用実態に即し
た機構にとって最も有利な商品を選択し、契
約している。（物品等の調達に関する契約事
務処理要領第4条第3項第一号）

－ 3,111,956 － -

電気料
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）

(令和元年度の使用
料)

東京電力エナジーパートナー（株）
（東京都千代田区内幸町）

8010001166930

通信設備等に対し、安定的かつ継続的に電
力供給を受ける必要があるため。(物品等の
調達に関する契約事務処理要領第４条第２
項第一号）

－ 6,071,967 － －

電気料
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）

(令和元年度の使用
料)

エネサーブ(株)
（滋賀県大津市月輪）

2160001003901

通信設備等に対し、安定的かつ継続的に電
力供給を受ける必要があるため。(物品等の
調達に関する契約事務処理要領第４条第２
項第一号）

－ 3,303,239 － －

宿舎借上料
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）

(令和元年度の使用
料)

（株）リアルエステート群馬
（群馬県桐生市相老町）

4070001016761
賃貸借契約の継続であり、本契約者以外との
契約はできない（物品等の調達に関する契約
事務処理要領第４条第２項第一号）。

－ 2,547,000 － －

複写機保守料
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）

(令和元年度の使用
料)

富士ゼロックス群馬(株)
（群馬県高崎市問屋町）

3070001006689

本契約は賃貸借契約であり、当該サービスの
提供を継続して受けるためには、本契約社以
外にはいないため。（物品等の調達に関する
契約事務処理要領第４条第2項第二号）

－ 1,091,812 － －

携帯電話料
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）

(令和元年度の使用
料)

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

携帯電話料については、各々の使用実態に
即した機構にとって最も有利な商品を選択
し、契約している（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項第一号）。

－ 997,806 － －
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電気料
分任契約職　思川開発建設所長　竜澤宏昌
（栃木県鹿沼市口粟野）

(令和元年度の使用
料)

東京電力エナジーパートナー（株）
（東京都千代田区内幸町）

8010001166930

通信設備等に対し、安定的かつ継続的に電
力供給を受ける必要があるため。(物品等の
調達に関する契約事務処理要領第４条第2項
第一号）

－ 4,637,507 － －

専用回線使用料
分任契約職　思川開発建設所長　竜澤宏昌
（栃木県鹿沼市口粟野）

(令和元年度の使用
料)

東日本電信電話（株）
（東京都新宿区西新宿）

8011101028104

専用回線については、各々の使用実態に即
した機構にとって最も有利な商品を選択し、
契約している。（物品等の調達に関する契約
事務処理要領第４条第２項第一号）

－ 1,898,690 － －

携帯電話使用料外
分任契約職　思川開発建設所長　竜澤宏昌
（栃木県鹿沼市口粟野）

(令和元年度の使用
料)

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

携帯電話料については、各々の使用実態に
即した機構にとって最も有利な商品を選択
し、契約している（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項第一号）。

－ 1,132,931 － －

レンタカー利用料
分任契約職　思川開発建設所長　竜澤宏昌
（栃木県鹿沼市口粟野）

(令和元年度の使用
料)

トヨタファイナンス（株）
（愛知県名古屋市西区牛島町）

8010601027383

レンタカーについては、各々の使用実態に即
した機構にとって最も有利な商品を選択し、
契約している（物品等の調達に関する契約事
務処理要領第４条第２項第一号）。

－ 2,983,608 － －

宿舎借上料
分任契約職　思川開発建設所長　竜澤宏昌
（栃木県鹿沼市口粟野）

(令和元年度の使用
料)

（株）レオパレス２１
（東京都中野区本町  ）

3011201000900

宿舎貸上については、その都度利便性、経
済性を考慮し、物件調査を行った上で機構に
最も有利な物件を契約している。（物品等の
調達に関する契約事務処理要領第4条第２項
第一号）

－ 1,053,010 － －

宿舎借上料
分任契約職　思川開発建設所長　竜澤宏昌
（栃木県鹿沼市口粟野）

(令和元年度の使用
料)

大東建託パートナーズ（株）
（東京都港区港南  ）

1010401016618

宿舎貸上については、その都度利便性、経
済性を考慮し、物件調査を行った上で機構に
最も有利な物件を契約している。（物品等の
調達に関する契約事務処理要領第4条第２項
第一号）

－ 1,287,790 － －

宿舎借上料
分任契約職　思川開発建設所長　竜澤宏昌
（栃木県鹿沼市口粟野）

(令和元年度の使用
料)

大和リビングマネジメント（株）
（東京都江東区有明  ）

6010601042302

宿舎貸上については、その都度利便性、経
済性を考慮し、物件調査を行った上で機構に
最も有利な物件を契約している。（物品等の
調達に関する契約事務処理要領第4条第２項
第一号）

－ 1,771,338 － －

宿舎借上料
分任契約職　思川開発建設所長　竜澤宏昌
（栃木県鹿沼市口粟野）

(令和元年度の使用
料)

大和リビングマネジメント（株）
（東京都江東区有明  ）

6010601042302

宿舎貸上については、その都度利便性、経
済性を考慮し、物件調査を行った上で機構に
最も有利な物件を契約している。（物品等の
調達に関する契約事務処理要領第4条第２項
第一号）

－ 1,759,950 － －

携帯電話料
分任契約職　荒川ダム総合管理所長　髙橋健一
（埼玉県秩父市荒川久那）

(令和元年度の使用
料)

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

携帯電話料については、各々の使用実態に
即した機構にとって最も有利な商品を選択
し、契約している（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項第一号）。

－ 1,068,670 － －

電気料
分任契約職　荒川ダム総合管理所長　髙橋健一
（埼玉県秩父市荒川久那）

(令和元年度の使用
料)

東京電力エナジーパートナー（株）
（東京都千代田区内幸町）

8010001166930

通信設備等に対し、安定的かつ継続的に電
力供給を受ける必要があるため。(物品等の
調達に関する契約事務処理要領第４条第2項
第一号）

－ 17,169,518 － －

専用回線使用料
分任契約職　荒川ダム総合管理所長　髙橋健一
（埼玉県秩父市荒川久那）

(令和元年度の使用
料)

東日本電信電話（株）
（東京都新宿区西新宿）

8011101028104

専用回線については、各々の使用実態に即
した機構にとって最も有利な商品を選択し、
契約している（物品等の調達に関する契約事
務処理要領第４条第２項第一号）。

－ 1,227,147 － －

電気料
分任契約職　霞ヶ浦用水管理所長　舟橋弘師
（茨城県かすみがうら市牛渡）

(令和元年度の使用
料)

東京電力エナジーパートナー（株）
（東京都港区東新橋）

8010001166930

通信設備等に対し、安定的かつ継続的に電
力供給を受ける必要があるため（物品等の調
達に関する契約事務処理要領第4条第2項一
号）。

－ 385,356,383 － －
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物品役務等の名称及び数量
契約職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
随意契約によることとした会計法令の根拠条

文及び理由（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

関連公益法人
の場合、再就
職の役員の数

備　　考

専用回線使用料
分任契約職　霞ヶ浦用水管理所長　舟橋弘師
（茨城県かすみがうら市牛渡）

(令和元年度の使用
料)

東日本電信電話（株）
（東京都新宿区西新宿）

8011101028104

専用回線については、各々の使用実態に即
した機構にとって最も有利な商品を選択し、
契約している（物品等の調達に関する契約事
務処理要領第4条第2項一号）。

－ 5,089,130 － －

ETC利用料
分任契約職　中部支社長　田中久二
（愛知県名古屋市中区三の丸）

(令和元年度の使用
料)

(株)クレディセゾン
（東京都豊島区東池袋）

2013301002884

同一使用区間における高速道路等の利用料
金は一律であり、各カード会社とも年会費が
発生しないことから競争の余地がないため。
（物品等の調達に関する契約事務処理要領
第４条第２項第一号）

－ 1,305,690 － －

電気料
分任契約職　中部支社長　田中久二
（愛知県名古屋市中区三の丸）

(令和元年度の使用
料)

中部電力(株)
（愛知県名古屋市東区）

3180001017428

通信設備等に対し、安定的かつ継続的に電
力供給を受ける必要があるため。（物品等の
調達に関する契約事務処理要領第４条第２
項第一号）

－ 1,656,886 － －

電気料
分任契約職　中部支社長　田中久二
（愛知県名古屋市中区三の丸）

(令和元年度の使用
料)

エネサーブ（株）
（滋賀県大津市月輪）

2160001003901

通信設備等に対し、安定的かつ継続的に電
力供給を受ける必要があるため。（物品等の
調達に関する契約事務処理要領第４条第２
項第一号）

－ 3,406,525 － － 単価契約

複写機賃貸借及び保守
分任契約職　中部支社長　田中久二
（愛知県名古屋市中区三の丸）

(令和元年度の使用
料)

キャノン・マーケティングジャパン(株)名
古屋支店
（愛知県名古屋市中区錦）

5010401008297

本契約は賃貸借契約であり、当該サービスの
提供を継続して受けるためには、本契約者以
外にはないため。（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項第二号）

－ 2,287,450 － － 単価契約

宿舎借上料
分任契約職　中部支社長　田中久二
（愛知県名古屋市中区三の丸）

(令和元年度の使用
料)

（独）都市再生機構中部支社
（愛知県名古屋市中区錦）

1020005005090

入居中宿舎の継続契約であり、本契約者以
外との契約はできないため。（物品等の調達
に関する契約事務処理容量第４条第２項第
一号）

－ 905,300 － －

宿舎借上料
分任契約職　中部支社長　田中久二
（愛知県名古屋市中区三の丸）

(令和元年度の使用
料)

（独）都市再生機構中部支社
（愛知県名古屋市中区錦）

1020005005090

入居中宿舎の継続契約であり、本契約者以
外との契約はできないため。（物品等の調達
に関する契約事務処理容量第４条第２項第
一号）

－ 912,610 － －

電気料
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）

（令和元年度の使用料）
中部電力(株)
(愛知県名古屋市東区東新町）

3180001017428

通信設備等に対し、安定的かつ継続的に電
力供給を受ける必要があるため。（物品等の
調達に関する契約事務処理要領第４条第２
項第一号）

－ 64,478,152 － －

携帯電話料
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）

（令和元年度の使用料）
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

電話料については、各々の使用実態に即し
た機構にとって最も有利な商品を選択し、契
約している。(物品等の調達に関する契約事
務処理要領第４条第2項第一号）

－ 1,443,166 － －

電話料
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）

（令和元年度の使用料）
西日本電信電話（株）
（大阪府大阪市中央区馬場町）

7120001077523

電話料については、各々の使用実態に即し
た機構にとって最も有利な商品を選択し、契
約している。（物品等の調達に関する契約事
務処理要領第4条第2項第一号）

－ 1,087,731 － －

宿舎借上料
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）

（令和元年度の使用料）
（株）大同ライフサービス
（愛知県名古屋市南区大同町）

1180001014798

宿舎借上については、その都度利便性、経
済性を考慮し、物件調査を行った上で機構に
最も有利な物件を契約している（物品等の調
達に関する契約事務処理要領第４条第２項
第一号）。

－ 2,520,000 － －

専用回線使用料
分任契約職　豊川用水総合事業部長
細山田　真
（愛知県豊橋市今橋町）

(令和元年度の使用
料)

西日本電信電話（株）
（愛知県名古屋市千種区）

7120001077523
通信回線については、当該地域の中では、
競争が存在しない。（物品等の調達に関する
契約事務処理要領第4条第2項第1号）

－ 14,666,920 － －

電話料
分任契約職　豊川用水総合事業部長
細山田　真
（愛知県豊橋市今橋町）

(令和元年度の使用
料)

西日本電信電話（株）
（愛知県名古屋市千種区）

7120001077523

電話料については、各々の使用実態に即し
た機構にとって最も有利な商品を選択し、契
約している。（物品等の調達に関する契約事

務処理要領第4条第2項第1号）

－ 3,289,742 － －
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物品役務等の名称及び数量
契約職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
随意契約によることとした会計法令の根拠条

文及び理由（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

関連公益法人
の場合、再就
職の役員の数

備　　考

電気料
分任契約職　豊川用水総合事業部長
細山田　真
（愛知県豊橋市今橋町）

(令和元年度の使用
料)

中部電力（株）
（愛知県名古屋市東区）

3180001017428

通信設備に対し、安定的かつ継続的に電力
供給を受ける必要があるため。（物品等の調
達に関する契約事務処理要領第4条第2項第

1号）

－ 35,620,958 － －

携帯電話料
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）

(令和元年度の使用
料)

ソフトバンク（株）
（東京都港区東新橋）

9010401052465

携帯電話料については、各々の使用実態に
即した機構にとって最も有利な商品を選択
し、契約している（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項第一号）。

－ 1,221,712 － －

専用回線使用料
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）

(令和元年度の使用
料)

西日本電信電話（株）
（愛知県名古屋市中区新栄町）

7120001077523

専用回線料については、各々の使用実態に
即した機構にとって最も有利な商品を選択
し、契約している（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項第一号）。

－ 1,376,693 － －

インターネット等利用料
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）

(令和元年度の使用
料)

NTTファイナンス（株）
（東京都港区港南）

8010401005011

インターネット等利用料については、各々の
使用実態に即した機構にとって最も有利な商
品を選択し、契約している（物品等の調達に
関する契約事務処理要領第４条第２項第一
号）。

－ 1,206,396 － －

電気料
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）

(令和元年度の使用
料)

中部電力（株）
（愛知県名古屋市東区東新町）

3180001017428

通信設備等に対し、安定的かつ継続的に電
力供給を受ける必要があるため（物品等の調
達に関する契約事務処理要領第４条第２項
第一号）。

－ 640,750,758 － －

電気料
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）

(令和元年度の使用
料)

中部電力(株)
(愛知県名古屋市東区東新町）

3180001017428

通信設備等に対し、安定的かつ継続的に電
力供給を受ける必要があるため。（物品等の
調達に関する契約事務処理要領第４条第２
項第一号）

－ 5,376,972 － －

電気料
分任契約職　長良川河口堰管理所長　髙阪英樹
（三重県桑名市長島町）

（令和元年度の使用料）
中部電力（株）
（愛知県名古屋市東区東新町）

3180001017428

通信設備等に対し、安定的かつ継続的に電
力供給を受ける必要があるため。（物品等の
調達に関する契約事務処理要領第4条第2項
第一号）

－ 33,065,557 － －

電話料
分任契約職　長良川河口堰管理所長　髙阪英樹
（三重県桑名市長島町）

（令和元年度の使用料）
西日本電信電話（株）
（大阪府大阪市中央区）

7120001077523

電話料については、各々の使用実態に即し
た、機構にとって最も有利な商品を選択し、
契約している。（物品等の調達に関する契約
事務処理要領第4条第2項第一号）

－ 1,087,387 － －

携帯電話料
分任契約職　長良川河口堰管理所長　髙阪英樹
（三重県桑名市長島町）

（令和元年度の使用料）
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

携帯電話料については、各々の使用実態に
即した、機構にとって最も有利な商品を選択
し、契約している。（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第4条第2項第一号）

－ 1,173,061 － －

宿舎借上料
分任契約職　長良川河口堰管理所長　髙阪英樹
（三重県桑名市長島町）

（令和元年度の使用料）
大和リビングマネジメント（株）
（東京都江東区有明）

6010601042302

借上宿舎については、その都度利便性、経
済性を考慮し、物件調査を行った上で機構に
最も有利な物件を契約している。（物品等の
調達に関する約事務処理要領第4条第2項第
一号）

－ 907,300 － －

電気料
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）

(令和元年度の使用
料)

中部電力（株）
（愛知県名古屋市東区東新町）

3180001017428

通信設備等に対し、安定的かつ継続的に電
力供給を受ける必要があるため(物品等の調
達に関する契約事務処理要領第4条第2項第
一号）。

－ 4,340,726 － －

携帯電話料
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）

(令和元年度の使用
料)

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

電話料については、各々の使用実態に即し
た機構にとって最も有利な商品を選択し、契
約している。(物品等の調達に関する契約事
務処理要領第４条第２項第一号）。

－ 1,049,809 － －
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物品役務等の名称及び数量
契約職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
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文及び理由（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

関連公益法人
の場合、再就
職の役員の数

備　　考

徳山ダムエレベータ設備保守業務
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2年3月25日
日本オーチス・エレベータ（株）
（愛知県名古屋市東区泉）

9010001075825

　参加者の有無を確認する公募手続きを実施
したが希望業者がいなかったため、受注の意
向確認に同意した特定者と契約締結したため
「物品等の調達に関する契約事務処理要領」
第４条第２項第１号

－ 6,550,830 － －

電子複写機賃貸借及び保守業務
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）

(令和元年度の使用
料)

富士ゼロックス岐阜（株）
（岐阜県岐阜市橋本町）

3200001001370

 本契約は賃貸借契約であり、当該サービス
の提供を継続して受けるためには、本契約者
以外にはないため。（物品等の調達に関する
契約事務処理要領第４条第２項第二号）

－ 1,143,663 － －

携帯電話通話料
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）

(令和元年度の使用
料)

（株）ＮＴＴドコモ 1010001067912

 携帯電話料については、各々の使用実態に
即した機構にとって最も有利な商品を選択
し、契約している（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項第一号）。

－ 1,186,746 － －

地震計データ送信回線利用料
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）

(令和元年度の使用
料)

西日本電信電話（株） 7120001077523
  通信回線については、当該地域の中では、
競争が存在しない。（物品等の調達に関する
契約事務処理要領第4条第2項第1号）

－ 1,498,232 － －

徳山ダム管理所ゴミ収集及び処分
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）

(令和元年度の使用
料)

（株）西美濃環境 7200001029094

  ゴミ収集処分については、当該区域を管轄
する市町村長の許可を受けた業者に委託す
る必要があり、当該地域の中では、競争が存
在しない。（物品等の調達に関する契約事務
処理要領第4条第2項第1号）

－ 1,334,880 － －

宿舎借上料
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）

(令和元年度の使用
料)

太田　廣英 -

  入居中宿舎の継続契約であり、本契約者以
外との契約はできないため。（物品等の調達
に関する契約事務処理容量第４条第２項第
一号）

－ 2,064,000 － －

宿舎借上料
分任契約職　木曽川水系連絡導水路建設所長　森
合正人
（岐阜県岐阜市宇佐南）

(令和元年度の使用
料)

（有）松波ビル
（岐阜県岐阜市薮田南）

9200002004342
入居中宿舎の継続契約であり、本契約者以
外との契約はできない。（物品等の調達に関
する契約事務処理要領第４条第２項第一号）

－ 1,475,534 － －

電気料
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）

（令和元年度の使用料）
関西電力（株）
（大阪府大阪市北区）

3120001059632

通信設備等に対し、安定的かつ継続的に電
力供給を受ける必要があるため（物品等の調
達に関する契約事務処理要領第4条第2項第
一号）

－ 44299463 － －

木津川総管エレベータ設備点検業務
分任契約職　木津川ダム総合管理所長　佐々原秀
史
（三重県名張市下比奈知）

令和2年3月25日
三菱電機ビルテクノサービス（株）
（三重県四日市市浜田町）

5010001030412

　参加者の有無を確認する公募手続きを実施
したところ、参加者が無かったことから、事前
に特定されている特定者との随意契約を確定
したものである。

－ 1,663,200 － －

布目ダムエレベータ設備点検業務
分任契約職　木津川ダム総合管理所長　佐々原秀
史
（三重県名張市下比奈知）

令和2年3月25日
（株）日立ビルシステム
（大阪市北区堂島浜）

2010001027031

　参加者の有無を確認する公募手続きを実施
したところ、参加者が無かったことから、事前
に特定されている特定者との随意契約を確定
したものである。

－ 2,283,600 － －

比奈知ダムエレベータ設備点検業務
分任契約職　木津川ダム総合管理所長　佐々原秀
史
（三重県名張市下比奈知）

令和2年3月25日
東芝エレベータ（株）
（名古屋市中村区名駅）

5010701006785

　参加者の有無を確認する公募手続きを実施
したところ、参加者が無かったことから、事前
に特定されている特定者との随意契約を確定
したものである。

－ 3,775,200 － －

高山・青蓮寺ダム昇降設備点検整備業務
分任契約職　木津川ダム総合管理所長　佐々原秀
史
（三重県名張市下比奈知）

令和2年3月25日
（株）嘉穂製作所
（福岡県飯塚市大分）

5290001045250

　参加者の有無を確認する公募手続きを実施
したところ、参加者が無かったことから、事前
に特定されている特定者との随意契約を確定
したものである。

－ 13,860,000 － －
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物品役務等の名称及び数量
契約職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
随意契約によることとした会計法令の根拠条

文及び理由（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

関連公益法人
の場合、再就
職の役員の数

備　　考

高山・室生ダムエレベータ設備点検業務
分任契約職　木津川ダム総合管理所長　佐々原秀
史
（三重県名張市下比奈知）

令和2年3月27日
日本オーチス・エレベータ（株）
（大阪市中央区城見）

9010001075825

　参加者の有無を確認する公募手続きを実施
したところ、参加者が無かったことから、事前
に特定されている特定者との随意契約を確定
したものである。

－ 5,742,000 － －

電気料
分任契約職　木津川ダム総合管理所長　佐々原秀
史
（三重県名張市下比奈知）

(令和元年度の使用
料)

中部電力（株）
（名古屋市東区）

3180001017428

通信設備等に対し、安定的かつ継続的に電
気供給を受ける必要があるため。（物品等の
調達に関する契約事務処理要領第4条第2項
第一号）

－ 2,188,156 － －

電気料
分任契約職　木津川ダム総合管理所長　佐々原秀
史
（三重県名張市下比奈知）

(令和元年度の使用
料)

中部電力（株）
（名古屋市東区）

3180001017428

通信設備等に対し、安定的かつ継続的に電
気供給を受ける必要があるため。（物品等の
調達に関する契約事務処理要領第4条第2項
第一号）

－ 2,758,822 － －

電気料
分任契約職　木津川ダム総合管理所長　佐々原秀
史
（三重県名張市下比奈知）

(令和元年度の使用
料)

関西電力（株）
（大阪市北区中之島）

3120001059632

通信設備等に対し、安定的かつ継続的に電
気供給を受ける必要があるため。（物品等の
調達に関する契約事務処理要領第4条第2項
第一号）

－ 1,600,772 － －

電気料
分任契約職　木津川ダム総合管理所長　佐々原秀
史
（三重県名張市下比奈知）

(令和元年度の使用
料)

パネイル（株）
（東京都千代田区丸の内）

9010001150900

通信設備等に対し、安定的かつ継続的に電
気供給を受ける必要があるため。（物品等の
調達に関する契約事務処理要領第4条第2項
第一号）

－ 4,223,270 － －

一庫ダムエレベータ設備点検業務
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2年3月26日
（株）日立ビルシステム　関西支社
（大阪府大阪市北区）

2010001027031

　業務遂行上の条件を満たす当該業者を契
約の予定者とし、当該業者以外の者で本業
務に必要な条件を満たし参加意思のある者
の有無を確認するため公募を実施したところ
参加の応募者はいなかったため（物品等の調
達に関する契約事務処理要領第４条第２項
第一号）。

－ 2,019,600 － －

電気料
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）

(令和元年度の使用
料)

関西電力(株)
（大阪府大阪市北区）

3120001059632

通信設備等に対し、安定的かつ継続的に電
力供給を受ける必要があるため(物品等の調
達に関する契約事務処理要領第４条第２項
第一号）。

－ 5,623,345 － －

日吉ダム管理所エレベータ設備外点検業務
分任契約職　日吉ダム管理所長　新井誠輔
（京都府南丹市日吉町）

令和2年3月26日
（株）日立ビルシステム
（大阪府大阪市北区堂島浜）

2010001027031

　業務遂行上の条件を満たす当該業者を契
約の予定者とし、当該業者以外の者で本業
務に必要な条件を満たし参加意思のある者
の有無を確認するため公募を実施したところ
参加の応募者はいなかったため（物品等の調
達に関する約事務処理要領第4条第2項第一
号）。

－ 3,520,000 － －

日吉ダム堤体エレベータ設備外点検業務
分任契約職　日吉ダム管理所長　新井誠輔
（京都府南丹市日吉町）

令和2年3月26日
三菱電機ビルテクノサービス（株）
（大阪府大阪市北区天満橋）

5010001030412

　業務遂行上の条件を満たす当該業者を契
約の予定者とし、当該業者以外の者で本業
務に必要な条件を満たし参加意思のある者
の有無を確認するため公募を実施したところ
参加の応募者はいなかったため（物品等の調
達に関する約事務処理要領第4条第2項第一
号）。

－ 8,573,400 － －

電気料
分任契約職　日吉ダム管理所長　新井誠輔
（京都府南丹市日吉町）

(令和元年度の使用
料)

関西電力（株）
（大阪市北区中之島） 3120001059632

通信設備等に対し、安定的かつ継続的に電
力供給を受ける必要があるため（物品等の調
達に関する事務処理要領台４条第２項第一
号）。

－ 3,300,886 － －

携帯電話料
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）

(令和元年度の使用
料)

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

携帯電話料については、使用実態に即した
機構にとって最も有利な商品を選択し、契約
している（物品等の調達に関する契約事務処
理要領第４条第２項第一号）

- 1,490,819 - -

電気料
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）

(令和元年度の使用
料)

関西電力(株)
（大阪府大阪市北区）

3120001059632

通信設備等に対し、安定的かつ継続的に電
力供給を受ける必要があるため。(物品等の
調達に関する契約事務処理要領第４条第２
項第一号）

- 25,268,567 - -
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物品役務等の名称及び数量
契約職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
随意契約によることとした会計法令の根拠条

文及び理由（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

関連公益法人
の場合、再就
職の役員の数

備　　考

携帯電話料
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）

(令和元年度の使用
料)

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

携帯電話料については、各々の使用実態に
即した機構にとって最も有利な商品を選択
し、契約している（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第4条第2項第一号）。

－ 1,105,625 － －

事務所外賃貸借及び屋上使用料
分任契約職　吉野川本部長　高橋陽一
（香川県高松市天神前）

令和2年3月18日
日生開発（株）
（香川県高松市朝日町）

4470001003265
事務所の継続契約であり、本契約者以外との
契約はできない（物品等の調達に関する契約
事務処理要領第４条第２項第一号）。

- 41,567,856 - －

宿舎借上料
分任契約職　吉野川本部長　高橋陽一
（香川県高松市天神前）

令和2年3月27日
（株）穴吹ハウジングサービス
（香川県高松市紺屋町）

5470001000435

借上宿舎については、その都度利便性、経
済性を考慮し、物件調査を行った上で機構に
最も有利な物件を契約している（物品等の調
達に関する契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 1,356,000 － －

宿舎借上料
分任契約職　吉野川本部長　高橋陽一
（香川県高松市天神前）

令和2年3月27日
（株）穴吹ハウジングサービス
（香川県高松市紺屋町）

5470001000435

借上宿舎については、その都度利便性、経
済性を考慮し、物件調査を行った上で機構に
最も有利な物件を契約している（物品等の調
達に関する契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 1,368,000 － －

宿舎借上料
分任契約職　吉野川本部長　高橋陽一
（香川県高松市天神前）

令和2年3月27日
大東建託パートナーズ（株）
（東京都港区港南）

1010401016618

借上宿舎については、その都度利便性、経
済性を考慮し、物件調査を行った上で機構に
最も有利な物件を契約している（物品等の調
達に関する契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 1,672,100 － －

宿舎借上料
分任契約職　吉野川本部長　高橋陽一
（香川県高松市天神前）

令和2年3月27日
大東建託パートナーズ（株）
（東京都港区港南）

1010401016618

借上宿舎については、その都度利便性、経
済性を考慮し、物件調査を行った上で機構に
最も有利な物件を契約している（物品等の調
達に関する契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 1,695,100 － －

電気料
分任契約職　池田総合管理所長　足達謙二
（徳島県三好市池田町）

(令和元年度の使用
料)

四国電力（株）
（香川県高松市大手町）

9470001001933

通信設備等に対し安定的かつ継続的に電気
供給を受ける必要があるため。（物品等の調
達に関する事務処理要領第４条第２項第一
号）

－ 29,858,635 － －

電話料
分任契約職　池田総合管理所長　足達謙二
（徳島県三好市池田町）

(令和元年度の使用
料)

西日本電信電話（株）
（徳島県徳島市他）

7120001077523

電話料については、各々の使用実態に即し
た機構にとって最も有利な商品を選択し契約
している。（物品等の調達に関する事務処理
要領第４条第２項第一号）

- 6,783,752 - -

専用回線使用料
分任契約職　池田総合管理所長　足達謙二
（徳島県三好市池田町）

(令和元年度の使用
料)

西日本電信電話（株）
（徳島県徳島市他）

7120001077523

専用回線については、各々の使用実態に即
した機構にとって最も有利な商品を選択し契
約している。（物品等の調達に関する事務処
理要領第４条第２項第一号）

- 2,913,921 - -

携帯電話料
分任契約職　池田総合管理所長　足達謙二
（徳島県三好市池田町）

(令和元年度の使用
料)

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

携帯電話料については、各々の使用実態に
即した機構にとって最も有利な商品を選択し
契約している。（物品等の調達に関する事務
処理要領第４条第２項第一号）

- 3,054,879 - -

宿舎借上料
分任契約職　池田総合管理所長　足達謙二
（徳島県三好市池田町）

(令和元年度の使用
料)

大和リビング（株）
（東京都江東区有明）

5010601042427

宿舎借上については、その都度利便性、経
済性を考慮し、物件調査を行った上で機構に
最も有利な物件を契約している。（物品等の
調達に関する事務処理要領第４条第２項第
一号）

- 2,604,960 - -

電気料
分任契約職　香川用水管理所長　河合久志
（香川県琴平町）

(令和元年度の使用
料)

四国電力（株）
（香川県丸亀市大手町）

9470001001933

通信設備等に対して、安定的かつ継続的に
電力供給を受ける必要があるため（物品等の
調達に関する事務処理要領第４条第２項第
一号）

－ 8,047,222 － －

電気料
分任契約職　旧吉野川河口堰管理所長　小島　幸
康
（徳島県徳島市川内町榎瀬）

(令和元年度の使用
料)

四国電力（株）
（徳島県徳島市寺島本町東）

9470001001933

通信設備等に対し、安定的かつ継続的に電
力供給を受ける必要があるため（物品等の調
達に関する契約事務処理要領第４条第２項
第一号）。

－ 5,306,597 － －
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物品役務等の名称及び数量
契約職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
随意契約によることとした会計法令の根拠条

文及び理由（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

関連公益法人
の場合、再就
職の役員の数

備　　考

宿舎借上料
分任契約職　両筑平野用水管理所長
島田晃成
（福岡県朝倉市江川）

(令和元年度の使用
料)

大和リビング（株）
（東京都千代田区飯田橋）

5010601042427

入居中宿舎の継続契約であり、本契約者以
外との契約はできない。（物品等の調達に関
する契約事務処理要領第４条第２項第一
号）。

－ 852,000 － －

電気料
分任契約職　両筑平野用水管理所長
島田晃成
（福岡県朝倉市江川）

(令和元年度の使用
料)

九州電力（株）
（福岡県福岡市中央区）

4290001007004

通信設備等に対し、安定的かつ継続的に電
力供給を受ける必要があるため（物品等の調
達に関する契約事務処理要領第４条第２項
第一号）。

－ 10,549,422 － －
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