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（公共工事）
（別紙様式1）
公共工事の名称、場所、期間及び種別

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

令和2年度 三河港潮位データ信頼性維持検討業務

分任支出負担行為担当官

R2.4.1～R3.3.31
建設コンサルタント等
令和2年度 三河港環境調査

中部地方整備局三河港湾事務所

R2.4.1～R3.3.24
測量・調査
令和2年度 衣浦港外港地区航路(-12m)浚渫工事

中部地方整備局三河港湾事務所

R2.4.16～R2.7.30
港湾等しゅんせつ工事
令和2年度 三河港整備効果検討業務

中部地方整備局三河港湾事務所

R2.4.28～R3.2.26
建設コンサルタント等
令和2年度 衣浦港防波堤撤去施工資料作成業務

中部地方整備局三河港湾事務所

R2.7.8～R2.12.15
建設コンサルタント等
令和2年度 衣浦港防波堤付属物等撤去細部設計

中部地方整備局三河港湾事務所

三河港湾事務所長

契約を締結した日

R2.4.1

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 備

2010001044539

一般競争入札
（総合評価）

6,826,875

5,390,000

79.0%

2010001044539

一般競争入札
（総合評価）

26,443,258

22,000,000

83.2%

（株）おかむら
愛知県名古屋市中川区宮脇町1-33

6180001019090

一般競争入札
（総合評価）

91,578,559

81,730,000

89.2%

中央復建コンサルタンツ（株）

3120001056860

一般競争入札
（総合評価）

9,465,079

8,052,000

85.1%

パシフィックコンサルタンツ（株）中部支社
愛知県名古屋市西区名駅一丁目1番17号

8013401001509

一般競争入札
（総合評価）

12,011,211

9,625,000

80.1%

（株）アルファ水工コンサルタンツ

3430001001109

一般競争入札
（総合評価）

11,404,639

9,097,000

79.8%

（一社）日本作業船協会
東京都千代田区有楽町１-１２-１

3010005017267

一般競争入札
（総合評価）

7,710,313

7,150,000

92.7%

玉野総合コンサルタント（株）

4180001031246

一般競争入札
（総合評価）

13,437,262

10,681,000

79.5%

（株）河村産業所
愛知県あま市下萱津替地１１０４番地

2180001097850

一般競争入札
（総合評価）

115,752,322

113,300,000

97.9%

中央開発（株）

5011101012993

一般競争入札
（総合評価）

16,939,243

13,860,000

81.8%

4180001014119

一般競争入札
（総合評価）

179,310,877

三洋テクノマリン（株）
愛知県名古屋市天白区植田南２-１００１

豊橋市神野埠頭町1-1
分任支出負担行為担当官

三河港湾事務所長

R2.4.1

三洋テクノマリン（株）
愛知県名古屋市天白区植田南２-１００１

豊橋市神野埠頭町1-1
分任支出負担行為担当官

三河港湾事務所長

R2.4.16

豊橋市神野埠頭町1-1
分任支出負担行為担当官

三河港湾事務所長

R2.4.28

愛知県名古屋市中区錦２－３－４名古屋錦フロントタワー

豊橋市神野埠頭町1-1
分任支出負担行為担当官

三河港湾事務所長

R2.7.8

豊橋市神野埠頭町1-1
分任支出負担行為担当官

三河港湾事務所長
中部地方整備局三河港湾事務所
R2.7.8～R2.12.15
豊橋市神野埠頭町1-1
建設コンサルタント等
令和2年度 三河港港湾業務艇建造設計図書確認業務 分任支出負担行為担当官
三河港湾事務所長
中部地方整備局三河港湾事務所
R2.8.6～R3.2.26
豊橋市神野埠頭町1-1
建設コンサルタント等
分任支出負担行為担当官
令和2年度 中山水道航路管理測量
三河港湾事務所長
中部地方整備局三河港湾事務所
R2.9.18～R3.1.15
豊橋市神野埠頭町1-1
測量・調査

R2.7.8

北海道札幌市西区発寒九条１４-５１６-３３６

R2.8.6

R2.9.18

愛知県名古屋市東区東桜２丁目１７番１４号

令和2年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事 分任支出負担行為担当官

三河港湾事務所長
R3.3.19～R4.2.28
港湾土木工事
令和2年度 三河港神野地区岸壁(-10m)土質調査

R3.3.19

中部地方整備局三河港湾事務所

豊橋市神野埠頭町1-1
分任支出負担行為担当官

三河港湾事務所長
中部地方整備局三河港湾事務所
R3.3.22～R3.7.30
豊橋市神野埠頭町1-1
測量・調査
令和2年度 衣浦港外港地区西防波堤(改良)上部工事 分任支出負担行為担当官
三河港湾事務所長
中部地方整備局三河港湾事務所
R3.3.23～R3.9.30
豊橋市神野埠頭町1-1
港湾土木工事

R3.3.22

愛知県名古屋市中村区牛田通二丁目１６番地

R3.3.23

宇佐美工業（株）
愛知県名古屋市南区柴田本通二丁目１２番地の１

179,300,000 100.0%

考

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）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
（別紙様式2）
公共工事の名称、場所、期間及び種別

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

令和2年度 衣浦港港湾施設の機能強化方策検討業務 分任支出負担行為担当官
三河港湾事務所長
中部地方整備局三河港湾事務所
R2.8.3～R3.3.26
建設コンサルタント等
豊橋市神野埠頭町1-1
分任支出負担行為担当官
令和2年度 三河港物流機能高度化検討業務
三河港湾事務所長
中部地方整備局三河港湾事務所
R2.8.3～R3.2.26
建設コンサルタント等
豊橋市神野埠頭町1-1
令和2年度 透過式防波堤の実験的解析による高波浪時の被害リスクに関する研究委託

契約を締結した日

R2.8.3

R2.8.5～R3.3.26
建設コンサルタント等
令和2年度 三河港環境実態分析業務

中部地方整備局三河港湾事務所

R2.10.8～R3.3.26
建設コンサルタント等

中部地方整備局三河港湾事務所

（公社）日本港湾協会

法人番号

R2.8.3

中央復建コンサルタンツ（株）中部支社

予定価格

契約金額

再就職
落札率 の役員
数

7010405000967

会計法29-3-4
（簡易公募型プロポー
ザル）

20,155,000

19,965,000 99.1%

3120001056860

会計法29-3-4
（簡易公募型プロポー
ザル）

19,540,044

19,536,000 100.0%

3021005008148

会計法29-3-4
（公募随契）

39,935,364

39,934,400 100.0%

6,064,168

6,061,000 99.9%

東京都港区赤坂３-３-５

愛知県名古屋市中区錦２-３-４

分任支出負担行為担当官

三河港湾事務所長

契約の相手方の商号又は名称及び住所

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）

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所

R2.8.5

港湾技術研究所

神奈川県横須賀市長瀬3丁目1-1

豊橋市神野埠頭町1-1
分任支出負担行為担当官

三河港湾事務所長
豊橋市神野埠頭町1-1

R2.10.8

いであ（株）

愛知県名古屋市港区入船１-７-１５

7010901005494

会計法29-3-4
（簡易公募型プロポー
ザル）

備

考

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）
（別紙様式3）
物品役務等の名称及び数量

令和2年度 航路管理施設等点検業務

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地
分任支出負担行為担当官
三河港湾事務所長

R2.4.1～R3.3.31

中部地方整備局三河港湾事務所

令和2年度 車両管理業務（三河港湾事務所）

豊橋市神野埠頭町1-1
分任支出負担行為担当官
三河港湾事務所長

R2.4.1～R3.3.31

中部地方整備局三河港湾事務所

令和2年度 衣浦港港湾業務艇用船

豊橋市神野埠頭町1-1
分任支出負担行為担当官
三河港湾事務所長

R2.4.1～R3.3.31

中部地方整備局三河港湾事務所

令和2年度 中山水道航路保全標識保守・点検業務

豊橋市神野埠頭町1-1
分任支出負担行為担当官
三河港湾事務所長

R2.4.1～R3.3.31

中部地方整備局三河港湾事務所

令和2年度 中山水道航路管理用レーダー消耗品交換

豊橋市神野埠頭町1-1
分任支出負担行為担当官
三河港湾事務所長

R2.6.4～R3.3.12

中部地方整備局三河港湾事務所

令和2年度 中山水道航路観測機器購入

豊橋市神野埠頭町1-1
分任支出負担行為担当官
三河港湾事務所長

R2.9.30～R3.2.26

中部地方整備局三河港湾事務所

令和2年度 三河港港湾業務艇「しおさい」普通修理

豊橋市神野埠頭町1-1
分任支出負担行為担当官
三河港湾事務所長

R2.11.5～R3.1.29

中部地方整備局三河港湾事務所

令和2年度 三河港浮桟橋点検修理

豊橋市神野埠頭町1-1
分任支出負担行為担当官
三河港湾事務所長

R2.12.1～R3.1.29

中部地方整備局三河港湾事務所

令和2年度 中山水道航路水温塩分計他購入

豊橋市神野埠頭町1-1
分任支出負担行為担当官
三河港湾事務所長

R2.12.15～R3.2.26

中部地方整備局三河港湾事務所

令和2年度 衣浦港工事用灯浮標購入

豊橋市神野埠頭町1-1
分任支出負担行為担当官
三河港湾事務所長

R2.12.24～R3.3.26

中部地方整備局三河港湾事務所

令和2年度 中山水道航路観測機器通信制御装置購入

豊橋市神野埠頭町1-1
分任支出負担行為担当官
三河港湾事務所長

R3.1.22～R3.3.26

中部地方整備局三河港湾事務所

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

R2.4.1

西日本電信電話（株）
愛知県名古屋市中区大須4-9-60

7120001077523

R2.4.1

国内ロジスティクス(株)
大阪府守口市八雲東町2-82-22

6120001159768

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合
評価の実施）
一般競争入札

予定価格

3,638,767
（基本月額）

一般競争入札

1,283,144
（１日あたり）

R2.4.1

堀江船舶

－

愛知県知多郡南知多町大字豊浜字中町8-7

一般競争入札

R2.4.1

（有）松本潜水
愛知県田原市赤羽根町東瀬古34

3180302010882

R2.6.4

フルノ関西販売株式会社
名古屋市熱田区五番町20-19

1190001006968

R2.9.30

（株）三弘
愛知県名古屋市昭和区車田町1-103-2

6180001036128

一般競争入札

千代田造船株式会社

8180001022290

一般競争入札

R2.12.1

形原造船株式会社
4180301010882
愛知県蒲郡市形原町港町１３３番地の３

一般競争入札

R2.12.15

（株）三弘
愛知県名古屋市昭和区車田町1-103-2

6180001036128

一般競争入札

R2.12.24

(株)ゼニライトブイ大阪営業所
大阪府池田市豊島南2-176-1

6120901019682

一般競争入札

R3.1.22

（株）三弘
愛知県名古屋市昭和区車田町1-103-2

6180001036128

一般競争入札

R3.2.24

フルノ関西販売(株)
愛知県名古屋市熱田区五番町20-19

1190001006968

一般競争入札

R2.11.5

愛知県名古屋市熱田区千年２丁目１番７号

一般競争入札

一般競争入札

契約金額

3,289,000

落札率 備

90.4%

（基本月額）
723,470

56.4%

単価

88.0%

単価

（１日あたり）

58,748

51,700

9,686,761

9,680,000

2,999,243

2,728,000

9,457,800

8,800,000

9,737,717

8,360,000

7,833,571

7,700,000

8,322,600

7,755,000

9,680,000

9,020,000

7,898,000

7,304,000

9,889,000

9,790,000

99.9%

91.0%

93.0%

85.9%

98.3%

93.2%

93.2%

92.5%

豊橋市神野埠頭町1-1

令和2年度 港湾管理監視カメラ用レーダーPC 更新

分任支出負担行為担当官
三河港湾事務所長

R3.2.24～R3.3.31

中部地方整備局三河港湾事務所

豊橋市神野埠頭町1-1

考

99.0%

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）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
（別紙様式4）
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

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

再就職
落札率 の役員
数

令和2年度 港湾施設用地使用料（三河港湾事務所用地） 分任支出負担行為担当官
三河港湾事務所長

R2.4.1～R3.3.31

R2.4.1

愛知県知事
愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2

1000020230006

R2.4.1

愛知県知事
愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2

1000020230006

中部地方整備局三河港湾事務所

会計法29-3-4

4,815,000

4,815,000

4,072,280

4,072,280

100.0%

豊橋市神野埠頭町1-1

令和2年度 港湾施設用地使用料（衣浦港事務所用地） 分任支出負担行為担当官
三河港湾事務所長

R2.4.1～R3.3.31

中部地方整備局三河港湾事務所

豊橋市神野埠頭町1-1

会計法29-3-4

100.0%

備

考

