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品　　　　目 数　　量 金　　額 規格仕様等 入札方法 契約月日 納入場所 納入期間 備　　　　考

ゴム印 5 1,386 事務処理用 随意 平成18年4月24日 松本駐屯地 平成18年4月28日
ゴム印 5 462 事務処理用 随意 平成18年5月16日 松本駐屯地 平成18年5月31日
の　り 10 172 PT-NP 随意 平成18年6月28日 松本駐屯地 平成18年7月31日
ゴム印 2 900 D-5 随意 平成18年6月28日 松本駐屯地 平成18年7月31日

官 公 需 特 定 品 目 落 札 結 果
発注機関名　　　陸上自衛隊　松本駐屯地

品　　　　目 数　　量 金　　額 規格仕様等 入札方法 契約月日 納入場所 納入期間 備　　　考

ジョイントマット 21 132,300 １ｍ×１ｍ×３ｃｍ　赤 随意 平成18年4月13日 松本駐屯地 平成18年4月28日 徒手格闘用
重　　油 20,000 1,321,500 １種２号 随意 平成18年5月18日 松本駐屯地 平成18年5月31日

物品（特定品目を除く）の落札に関連する情報
発注機関名　　　陸上自衛隊　松本駐屯地

名　　　　　称 数　　量 金　　額 具体的な役務の内容 入札方法 契約月日 納入場所 契約期間 備　　　考

食器洗浄及び清掃作業役務 1 6,720,000 食器洗浄・清掃作業 一般競争 平成18年4月7日 松本駐屯地 平成19年3月31日
仮設建物リース 1 367,500 新隊員の教場として使用 随意 平成18年4月7日 松本駐屯地 平成18年7月5日
仮設建物リース 1 258,300 新隊員の教場として使用 随意 平成18年6月28日 松本駐屯地 平成18年9月25日 教場の継続使用のため
１．２号ボイラー煤煙測定役務 1 151,200 ボイラー煤煙測定 随意 平成18年5月22日 松本駐屯地 平成18年11月30日
産業廃棄物処理役務 1 180,652 産業廃棄物処理 随意 平成18年5月22日 松本駐屯地 平成18年10月31日
１．２号ボイラー点検整備役務 1 598,500 ボイラー点検整備 随意 平成18年6月12日 松本駐屯地 平成18年9月29日
吸収式冷凍機等保守点検役務 1 975,450 吸収式冷凍機等保守点検 一般競争 平成18年6月21日 松本駐屯地 平成18年10月31日

役務の落札に関連する情報
発注機関名　　陸上自衛隊　松本駐屯地
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品　　　　目 数　　量 金　　額 規格仕様等 入札方法 契約年月日 納入場所 納入期間 備　　　　考

印刷 76,452 随意 H18.4.17 信越総合通信局 10日間
印刷 747,600 随意 H18.5.10 信越総合通信局 22日間
印刷 178,485 随意 H18.6.14 信越総合通信局 20日間
印刷 448,770 随意 H18.5.22 信越総合通信局 31日間
事務用品 784,612 随意 H17.4.3 信越総合通信局 １年間 単価契約
事務用品 367,778 随意 H18.6.19 信越総合通信局 30日間
事務用品 11,634 随意 H18.6.26 信越総合通信局 12日間

官 公 需 特 定 品 目 落 札 結 果

発注機関名　　　信越総合通信局

品　　　　目 数　　量 金　　額 規格仕様等 入札方法 契約年月日 納入場所 納入期間 備　　　考

信濃毎日新聞等 １式 125,400 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間 単価契約
官報 １式 43,152 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間 単価契約
会計検査情報 １式 37,800 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
毎日新聞 １式 36,084 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
読売新聞 １式 36,084 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
中日新聞 １式 36,000 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
産経新聞 １式 35,400 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
朝日・日経・日経産業・日刊工業・電波 １式 236,796 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
定期図書（帝国ニュース） １式 54,600 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
定期図書（月刊誌「FORN」） １式 20,120 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
定期図書（日経エレクトロニクス等） １式 49,200 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
定期図書 １式 10,000 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １ヶ月間
定期図書 １式 60,480 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １ヶ月間
定期図書 １式 18,401 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １ヶ月間
定期図書 １式 52,920 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １ヶ月間
広報物品 １式 27,720 随意 H18.4.10 信越総合通信局 ５日間
写真 １式 525 随意 H18.4.12 信越総合通信局 ３日間
電波の日（挨拶状） １式 76,452 随意 H18.4.17 信越総合通信局 １１日間

物品（特定品目を除く）の落札に関連する情報
発注機関名　　　信越総合通信局
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品　　　　目 数　　量 金　　額 規格仕様等 入札方法 契約年月日 納入場所 納入期間 備　　　考

液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ １式 36,750 随意 H18.4.17 信越総合通信局 ３日間
乾電池 １式 7,560 随意 H18.4.20 信越総合通信局 ５日間
印刷機インク等 １式 19,110 随意 H18.4.26 信越総合通信局 １７日間
定期図書 １式 13,163 随意 H18.5.8 信越総合通信局 １ヶ月間
定期図書 １式 35,880 随意 H18.5.8 信越総合通信局 １ヶ月間
消耗品（OA関係） １式 123,133 随意 H18.5.8 信越総合通信局 ２４日間
ﾄﾅｰ等 １式 230,055 随意 H18.5.11 信越総合通信局 ９日間
電波の日消耗品（丸筒） １式 1,080 随意 H18.5.15 信越総合通信局 ５日間
電波の日（案内ﾘｰﾌﾚｯﾄ・賞状揮ごう料） １式 89,355 随意 H18.5.15 信越総合通信局 １２日間
電波の日（副賞） １式 79,380 随意 H18.5.15 信越総合通信局 １２日間
業務図書 １式 26,160 随意 H18.5.15 信越総合通信局 １ヶ月間
ｿﾌﾄ（ｽｰﾊﾟｰﾏｯﾌﾟﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ6） １式 37,296 随意 H18.5.22 信越総合通信局 １０日間
定期図書 １式 18,020 随意 H18.6.5 信越総合通信局 １ヶ月間
定期図書 １式 98,280 随意 H18.6.5 信越総合通信局 １ヶ月間
定期図書 １式 11,000 随意 H18.6.5 信越総合通信局 １ヶ月間
定期図書 １式 21,600 随意 H18.6.5 信越総合通信局 １ヶ月間
事務用品 １式 73,889 随意 H18.6.5 信越総合通信局 １２日間
デジタル防災会議　＊コーヒー、会場費（葵）　他 １式 57,108 随意 H18.6.9 信越総合通信局 １１日間
お茶等 １式 24,452 随意 H18.6.12 信越総合通信局 １２日間
消耗品 １式 50,032 随意 H18.6.19 信越総合通信局 ２８日間
ワイパーゴム １式 1,575 随意 H18.6.26 信越総合通信局 ５日間
証明写真 １式 525 随意 H18.6.26 信越総合通信局 ３日間
ガソリン等の購入 １式 711,705 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間 単価契約
お茶等の購入 １式 42,906 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １０日間
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名　　　　　称 数　　量 金　　額 具体的な役務の内容 入札方法 契約年月日 納入場所 契約期間 備　　　考
労働派遣 １式 11,392,500 一般入札 H18.4.3 信越総合通信局 １年間 単価契約
乗用車借り上げ契約 １式 477,810 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間 単価契約
複写機保守 １式 3,391,644 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間 単価契約
書類保管の寄託 １式 36,540 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間 単価契約
本人確認情報の提供 １式 6,990 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間 単価契約
健康管理医業務の委託 １式 120,000 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
庁舎清掃 １式 999,180 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
フロアマット借入 １式 196,560 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
かるく出張２　保守 １式 63,000 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽ利用契約 １式 132,300 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
行財政情報サービス（ｉＪＡＭＰ） １式 378,000 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
合庁　芝刈・除草・植木保守委託 １式 432,064 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
合庁　自家用電気工作物の保安管理 １式 159,888 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
合庁　環境衛生業務 １式 388,370 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
合庁　消防用設備点検 １式 159,895 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
合庁　自動扉保守 １式 62,888 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
合庁　放送設備保守点検 １式 31,090 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
合庁　清掃業務 １式 3,030,444 一般入札 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
合庁　設備管理 １式 2,247,036 一般入札 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
合庁　空調設備保守 １式 990,148 一般入札 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
合庁　昇降機保守 １式 975,804 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
合庁　警備委託 １式 421,056 随意 H18.4.3 信越総合通信局 １年間
カラープリンタ修理 １式 18,900 随意 H18.4.10 信越総合通信局 4日
クリーニング １式 15,375 随意 H18.4.17 信越総合通信局 12日間
懸垂幕広報の実施（長野） １式 12,600 随意 H18.4.24 信越総合通信局 ２ヶ月
新聞広告（長野） １式 21,000 随意 H18.4.27 信越総合通信局 1ヶ月
新聞広告（新潟） １式 31,500 随意 H18.4.27 信越総合通信局 1ヶ月
電動ステープラー修理 １式 20,580 随意 H18.4.27 信越総合通信局 約１ヶ月
地上デジタル放送周知広報 １式 885,675 随意 H18.5.10 信越総合通信局 約1ヶ月
電波教室における着ぐるみスタッフの委託 １式 10,500 随意 H18.5.10 信越総合通信局 約1ヶ月
広報事務の委託 １式 7,350,000 一般入札 H18.5.11 信越総合通信局 約２ヶ月
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽ利用契約（変更） １式 126,000 随意 H18.5.22 信越総合通信局 ２４日間
定期・特別健康診断業務の委託 １式 1,208,266 随意 H18.6.5 信越総合通信局 ９ヵ月 単価契約
「生態位置探知システム」調査検証・ガイドライン作成 １式 3,150,000 一般入札 H18.6.9 信越総合通信局 約3ヶ月
カラープリンタ修理 １式 67,095 随意 H18.6.19 信越総合通信局 ３日間

役務の落札に関連する情報
発注機関名　　信越総合通信局
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工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格 落　札　価　格 備　　　考

電話工事 随意 H18.4.26 ※ 71,295
局長宿舎解体工事 随意 H18.6.5 ※ 1,837,500

合庁　厨房ガス炊飯器取替工事 随意 H18.6.14 ※ 334,950

※予定価格については、今後の契約の予定価格を類推させるおそれがあるものについては掲載しません。

工事の落札結果等に関する情報
発注機関名　　信越総合通信局

　
品　　　　目 数　　量 金　　額 規格仕様等 入札方法 契約月日 納入場所 納入期間 備　　　　考

織　　物 － 1,242,202 市販品 一般競争
入札月日又は
見積月日

当社又は郵便局 仕様書のとおり

その他の繊維製品 － 1,690,500 特別規格 一般競争
入札月日又は
見積月日

当社又は郵便局 仕様書のとおり

家　　具 － 1,054,305 市販品 一般競争
入札月日又は
見積月日

当社又は郵便局 仕様書のとおり

印　　刷 － 20,162,614 特別規格 一般競争
入札月日又は
見積月日

当社又は郵便局 仕様書のとおり

印　　刷 － 4,022,760 特別規格 随意契約
入札月日又は
見積月日

当社又は郵便局 仕様書のとおり

事務用品 － 9,249,150 市販品 一般競争
入札月日又は
見積月日

当社又は郵便局 仕様書のとおり

事務用品 － 128,537 特別規格 一般競争
入札月日又は
見積月日

当社又は郵便局 仕様書のとおり

事務用品 － 1,300,110 特別規格 随意契約
入札月日又は
見積月日

当社又は郵便局 仕様書のとおり

官 公 需 特 定 品 目 落 札 結 果
発注機関名　　日本郵政公社信越支社
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品　　　　目 数　　量 金　　額 規格仕様等 入札方法 契約月日 納入場所 納入期間 備考

一般事務用品
（コピー用紙）

見込み数量　１５００箱
１，１９７

（内消費税額５７円）
A4

（１箱２５００枚入単価）
一般競争 平１８年７月１日 県内各所の庁

H19.3.31まで
随時発注後５日以内

一般事務用品
（ストックフォーム用紙）

見込み数量　１０５０箱
１，７８２

（内消費税額８４円）
１５×１１インチ

（１箱２０００枚入単価）
一般競争 平１８年７月１日 県内各所の庁

H19.3.31まで
随時発注後５日以内

官 公 需 特 定 品 目 落 札 結 果
発注機関名　　 長野地方法務局

名　　　　　称 数　　量 金　　額 具体的な役務の内容 入札方法 契約月日 納入場所 契約期間 備考

平成１８年度長野地方法務局登記所
備付地図作成作業

一式 12,141,990

長野地方法務局が指定した
範囲の土地につき、所有者、
地番、地目及び筆界の調査
並びに地積及び筆界の測量

一般競争入札 平成18年5月30日 長野地方法務局 平成19年3月31日

平成１８年地図情報システム事前整備
作業

一式 32,401,950

地図に準ずる図面を対象とし
て、地図情報システムに記録
する作業の前提として隣接図
との接合関係の明確化及び
地図の修正作業

一般競争入札 平成18年6月30日
長野地方法務局上田支局
長野地方法務局松本支局
長野地方法務局諏訪支局

諏訪支局
平成１８年１０月３１日
松本支局、上田支局
平成１９年３月３１日

役務の落札に関連する情報
発注機関名　　　長野地方法務局

名　　　　　称 数　　量 金　　額 具体的な役務の内容 入札方法 契約月日 納入場所 契約期間 備考

国有財産の売払いにかかる物件調査等
業務

672，000（税込）
物件の調査及び物件調査表（関係図
書を含む）、物件調書、周辺図、明細
図、及び概要図の作成

一般競争入札 H18.5.12 長野財務事務所 H18.5.12～H18.6.7

長野地区消防用設備等保守点検業務
委託

517，650（税込）
消防法による６ヶ月点検業務（外観機
能点検）及び年１回の総合点検業務
（外観、機能及び配線点検を含む）

一般競争入札 H18.6.28 長野市三輪9-23-18ほか H18.6.28～H19.3.30

役務の落札に関連する情報
発注機関名  関東財務局長野財務事務所
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品　　　　目 数　　量 金　　額 規格仕様等 入札方法 契約月日 納入場所 納入期間 備　　　考
複写用紙 1,218箱 1,411.20 A3　1,500枚入り 一般競争入札 平成18年4月3日 全学 H18.4.3～H19.3.31

複写用紙 10,333箱 1,142.40 A4　2,500枚入り 一般競争入札 平成18年4月3日 全学 H18.4.3～H19.3.31

複写用紙 757箱 1,764.00 B4　2,500枚入り 一般競争入札 平成18年4月3日 全学 H18.4.3～H19.3.31

複写用紙 252箱 913.50 B5　2,500枚入り 一般競争入札 平成18年4月3日 全学 H18.4.3～H19.3.31

Ａ重油 4,615KL 57,540円/kl
ＪＩＳ１種１号、硫黄分（ｗｔ％）

0.1以下
政府調達 平成18年4月3日 全学 H18.4.3～H19.3.31

医薬品（試薬）の購入 7,507円　外 7070TTT 栄研化学　１箱外 一般競争入札 平成18年4月1日 医学部附属病院 H18.4.1～H19.3.31

液体窒素 50
日本薬局方

純度99.5％以上
一般競争入札 平成18年4月3日 医学部附属病院 H18.4.3～H19.3.31

医療消耗品 8,316円外
メディソーブツインパック　4.5kgx2ﾊﾟｯｸ

8570043　デーテックス・オメダ　2ﾊﾟｯｸ

64箱　外　1,799品目

一般競争入札 平成18年4月1日 医学部附属病院 H18.4.1～H19.3.31

富士ドライ画像記録用フィルム 31,815円　外
フジ ＤⅠ－ＨＬDRYPIX 7000用　半切

ノ-ｲﾝﾀｰﾘｰﾌ　１箱(100枚入)　３５０箱　　外 一般競争入札 平成18年5月1日 医学部附属病院 H18.5.1～H19.3.31

物品（特定品目を除く）の落札に関連する情報
発注機関名　　　信州大学

名　　　　　称 数　　量 金　　額 具体的な役務の内容 入札方法 契約月日 納入場所 契約期間 備　　考
事務局外清掃業務 一式 15,107,400 建物清掃業務 政府調達 平成18年4月1日 法人本部　外 H18.4.1～H19.3.31

教育学部建物外清掃業務 一式 16,065,000 建物清掃業務 政府調達 平成18年4月1日 工学部　外 H18.4.1～H19.3.31

医学部附属病院清掃業務 一式 52,025,400 建物清掃業務 政府調達 平成18年4月1日 医学部附属病院 H18.4.1～H19.3.31

信州大学医学部附属病院入院患者給食業務 一式 338,147,292 入院患者のための給食 一般競争入札 平成18年4月1日 医学部附属病院 H18.4.1～H19.3.31

信州大学医学部附属病院医用材料物品定数管理業務 一式 26,250,000 病院医用材料物品定数管理業務 一般競争入札 平成18年4月1日 医学部附属病院 H18.4.1～H19.3.31

信州大学医学部附属病院診療科外来受付等業務 一式 55,440,000 病院診療科外来受付等業務 一般競争入札 平成18年4月1日 医学部附属病院 H18.4.1～H19.3.31

信州大学医学部附属病院医事業務 一式 113,589,000 病院医事業務 一般競争入札 平成18年4月1日 医学部附属病院 H18.4.1～H19.3.31

信州大学農学部その他警備請負業務 一式 24,696,000
盗難・火災等の防止のため巡回警
備等

一般競争入札 平成18年4月1日 農学部　外 H18.4.1～H19.3.31

信州大学医学部附属病院電気及び機械設備保全業務 一式 75,461,400 病院電気及び機械設備保全業務 一般競争入札 平成18年4月1日 医学部附属病院 H18.4.1～H19.3.31

看護補助業務 一式 33,594,750 病院の看護補助業務 一般競争入札 平成18年4月1日 医学部附属病院 H18.4.1～H19.3.31

入院患者用病衣賃貸借業務
一般患者用病衣外
108,405組

67.20 入院患者用病衣の賃貸借 一般競争入札 平成18年4月1日 医学部附属病院 H18.4.1～H19.3.31

入院患者用寝具賃貸借業務
一般用寝具外
227,760組

110.25 入院患者用寝具の賃貸借 一般競争入札 平成18年4月1日 医学部附属病院 H18.4.1～H19.3.31

役務の落札に関連する情報
発注機関名　　信州大学
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名　　　　　称 数　　量 金　　額 具体的な役務の内容 入札方法 契約月日 納入場所 契約期間 備　　考

洗濯請負業務
診察衣（白衣）29,013枚

　外33品目 36,310,659 診察衣等の洗濯 一般競争入札 平成18年4月1日 医学部附属病院 H18.4.1～H19.3.31

ベッドメーキング請負業務 28,800床 246.75 病院のベッドメーキング業務 一般競争入札 平成18年4月1日 医学部附属病院 H18.4.1～H19.3.31

信州大学電話交換業務請負契約 一式 5,250,000 電話交換業務 一般競争入札 平成18年4月1日 医学部電話交換室 H18.4.1～H19.3.31

信州大学医学部及び医学部附属病院構内警備業務請負契約 一式 20,051,640
盗難・火災等の防止のため巡回警
備等 一般競争入札 平成18年4月1日 医学部，附属病院 H18.4.1～H19.3.31

信州大学合宿研修施設乗鞍寮外管理業務 一式 6,268,500
施設の清掃及び施設内外の保守
点検 一般競争入札 平成18年4月1日  乗鞍寮　　思誠寮こまくさ寮 H18.4.1～H19.3.31

信州大学が学用車運転業務等請負契約 一式 7,669,620
法人本部庁用自動車の運転等業
務 一般競争入札 平成18年4月1日 法人本部 H18.4.1～H19.3.31

信州大学ヒト環境科学研究支援センター動物実験部門の施設
における動物飼育管理業務 一式 23,100,000

マウス・ラット等実験動物の飼育管
理業務 一般競争入札 平成18年4月1日

ヒト環境科学研究支援
センター動物実験部門 H18.4.1～H19.3.31

信州大学防災設備保全業務 一式 14,542,500 防災設備保全業務 一般競争入札 平成18年4月1日 全学 H18.4.1～H19.3.31

信州大学旭キャンパス受配電設備保全業務 一式 19,425,000 受配電設備保全業務 一般競争入札 平成18年4月1日 旭キャンパス H18.4.1～H19.3.31

工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格 落　札　価　格 備　　　考
国立大学法人信州大学医学部附属病院基幹・環境整

備(支障迂回)電気設備工事
公募型指名競争入札 平成18年5月22日 73,846,500 73,500,000

国立大学法人信州大学医学部附属病院基幹・環境整

備(支障迂回)機械設備工事
公募型指名競争入札 平成18年5月22日 83,979,000 81,900,000

国立大学法人信州大学教育学部附属松本小中学校プ

レハブ校舎取設工事
公募型指名競争入札 平成18年5月24日 79,800,000 69,615,000

国立大学法人信州大学医学部附属病院MRI-CT装置

棟改修工事
一般競争入札 平成18年6月6日 22,113,000 22,050,000

国立大学法人信州大学医学部附属病院基幹・環境整

備(病棟とりこわし等)工事
一般競争入札 平成18年6月6日 376,425,000 362,250,000

国立大学法人信州大学医学部附属病院基幹・環境整

備(病棟改修)工事
公募型指名競争入札 平成18年6月7日 41,139,000 40,425,000

国立大学法人信州大学医学部附属病院基幹・環境整

備(病棟改修)電気設備工事
公募型指名競争入札 平成18年6月7日 26,586,000 25,725,000

国立大学法人信州大学医学部附属病院基幹・環境整

備(病棟改修)機械設備工事
公募型指名競争入札 平成18年6月7日 55,398,000 54,600,000

国立大学法人信州大学教育学部附属長野中学校・養

護学校暖房設備改修工事
公募型指名競争入札 平成18年6月20日 48,730,500 45,675,000

国立大学法人信州大学教育学部附属松本小・中学校

耐震改修工事
一般競争入札 平成18年7月27日 275,625,000 271,950,000

国立大学法人信州大学旭キャンパス他アスベスト除去

工事
一般競争入札 平成18年7月27日 67,662,000 51,450,000

工事の落札結果等に関する情報
発注機関名　　信州大学
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名　　　　　称 数　　量 金　　額 具体的な役務の内容 入札方法 契約月日 納入場所 契約期間 備　　　考

生物生息状況その４調査業務 8,400,000 調査業務 指名競争 H18.5.22 事業所 ９ヶ月
梓川右岸幹線用地測量等業務 23,100,000 測量業務 指名競争 H18.6.7 事業所 ７ヶ月
調整池実施設計その１業務 14,700,000 設計業務 指名競争 H18.6.12 事業所 ３ヶ月
梓川左岸幹線外土地登記記録等調査業務 10,500,000 調査業務 指名競争 H18.6.30 事業所 ８ヶ月

役務の落札に関連する情報
発注機関名 　 関東農政局中信平二期農業水利事業所

工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格 落　札　価　格 備　　　考
国立大学法人信州大学医学部臨床医学教室便所改修

工事
工事希望型競争入札 平成18年7月31日 8,292,900 7,717,500

国立大学法人信州大学医学部臨床医学教室便所改修

機械設備工事
工事希望型競争入札 平成18年7月31日 8,351,700 7,875,000

国立大学法人信州大学教育学部附属養護学校体育館

床改修工事
工事希望型競争入札 平成18年8月1日 9,238,950 5,649,000

国立大学法人信州大学教育学部附属長野中学校・養

護学校暖房設備改修電気工事
工事希望型競争入札 平成18年8月1日 4,206,300 2,898,000

国立大学法人信州大学医学部附属病院基幹・環境整

備(精神科神経科外来改修)工事
工事希望型競争入札 平成18年8月8日 3,734,850 3,675,000

国立大学法人信州大学医学部附属病院基幹・環境整

備(精神科神経科外来改修)電気設備工事
工事希望型競争入札 平成18年8月8日 2,562,000 2,520,000

工事の落札結果等に関する情報
発注機関名　　信州大学

名　　　　　称 数　　量 金　　額 具体的な役務の内容 入札方法 契約月日 納入場所 契約期間 備　　　考

中部森林管理局広報誌印刷 （2,831,283） 一般競争入札 18．４．１９ 当　　局 19. 3.31 単価契約
情報処理委託契約 (2,708,000） 〃 18．４．２８ 〃 19. 3.30 　　〃
定期一般健康診断等 (10,624,760） 〃 18． 6． １ 局、各署 19. 3.31 　　〃
中部森林管理局厚生施設（静林荘）運営委託 3,975,300 〃 18.  5.31 当 施 設 19. 3.31
証拠書類編集作業 （9,666,720） 〃 18.  5.31 〃 19. 3.31 　　〃
事務委託 （11,342,352） 〃 18.  5.30 〃 19. 3.31 　　〃
基本図、官行造林図の製作及び国有林野施業
実施計画図製作原稿等の作成

12,705,000 〃 18. 6.12 〃 19. 3.23

金額欄の括弧書きは、単価契約の場合の予定総額を記載した。

役務の落札に関連する情報
発注機関名　　　中部森林管理局
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品　　　　目 数　　量 金　　額 規格仕様等 入札方法 契約月日 納入場所 納入期間 備　　　　考

外衣・下着類 ３１着 602,175 雨合羽 随意契約 H18.5.17 長野国道事務所 契約後１週間以内
家　　具 296,322 椅子外 随意契約 H18.6.5 長野国道事務所 契約後１週間以内
印　　刷 ３，０００枚 166,950 身分証明書 随意契約 H18.5.15 長野国道事務所 契約後１週間以内
印　　刷 １０，０００枚 55,650 封筒 随意契約 H18.6.27 長野国道事務所 契約後１週間以内
印　　刷 ６７個 84,420 名刺 随意契約 H18.5.17 長野国道事務所 契約後１週間以内
印　　刷 １，０００枚 6,090 封筒 随意契約 H18.5.29 長野国道事務所 契約後１週間以内
印　　刷 28,770 様式 随意契約 H18.6.8 長野国道事務所 契約後１週間以内
印　　刷 ５５個 69,300 名刺 随意契約 H18.6.9 長野国道事務所 契約後１週間以内
印　　刷 252,000 図面袋 随意契約 H18.6.26 長野国道事務所 契約後１週間以内
事務用品 189,262 用紙 随意契約 H18.4.20 長野国道事務所 契約後１週間以内
事務用品 179,471 用紙 随意契約 H18.5.15 長野国道事務所 契約後１週間以内
事務用品 95,478 事務用品 随意契約 H18.6.7 長野国道事務所 契約後１週間以内
事務用品 764,935 事務用品 随意契約 H18.6.9 長野国道事務所 契約後１週間以内
事務用品 197,373 用紙 随意契約 H18.6.12 長野国道事務所 契約後１週間以内
事務用品 717,463 事務用品 随意契約 H18.6.14 長野国道事務所 契約後１週間以内
事務用品 76,545 事務用品 随意契約 H18.6.20 長野国道事務所 契約後１週間以内
事務用品 740,394 事務用品 随意契約 H18.6.6 長野国道事務所 契約後１週間以内
事務用品 2,100 用紙 随意契約 H18.6.5 長野国道事務所 契約後１週間以内
事務用品 25,410 事務用品 随意契約 H18.6.30 長野国道事務所 契約後１週間以内

官 公 需 特 定 品 目 落 札 結 果
発注機関名　　　関東地方整備局　長野国道事務所

平成１８年度　第１四半期分

品　　　　目 数　　量 金　　額 規格仕様等 入札方法 契約月日 納入場所 納入期間 備　　考

サーバ６台他２点購入設置 一式 11,287,500 サーバ 一般競争 H18.6.26 長野国道事務所６出張所 H18.6.27～H19.7.28

物品（特定品目を除く）の落札に関連する情報
発注機関名　　関東地方整備局　長野国道事務所
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名　　　　　称 数　　量 金　　額 具体的な役務の内容 入札方法 契約月日 納入場所 契約期間 備　　　考
H18長野国道青写真焼付け等業務 一式 3.79（基準品目） 青写真焼付け 一般競争 H18.4.3 長野国道事務所 H18.4.1～H19.3.31 単価契約

H18車両管理業務 一式 9,555,000 運転業務 一般競争 H18.4.3 長野国道事務所管内 H18.4.1～H19.3.31

H18長野管内電気通信施設点検運用業務 一式 173,250,000 電気通信施設保守業務 一般競争 H18.4.3 長野国道事務所管内 H18.4.1～H19.3.31

平成18年度長野国道事務所他庁舎清掃業務 一式 2,037,000 清掃業務 一般競争 H18.4.3 長野国道事務所他 H18.4.1～H19.3.31

平成１８年度庁舎防犯管理業務 一式 4,926,600 防犯警備業務 随意契約 H18.4.3 長野国道事務所管内 H18.4.７～H19.3.31

H18図面作成業務 一式 145,950 図面作成 指名競争 H18.4.3 長野国道事務所 H18.4.７～H19.3.31 単価契約

H18道路排水設備点検整備業務 一式 28,560,000 保守管理 一般競争 H18.4.6 長野国道事務所管内 H18.4.７～H19.3.31

H18空気調和設備等保守点検業務 一式 3,097,500 保守管理 一般競争 H18.6.13 長野国道事務所管内 H18.6.14～H19.3.31

役務の落札に関連する情報
発注機関名　　関東地方整備局　長野国道事務所

工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格 落　札　価　格 備　　　考
H18長野維持工事 工事希望型 H18.3.13 162,920,000 159,000,000
H18信州新町維持工事 工事希望型 H18.3.13 146,810,000 145,800,000
H18上田維持工事 工事希望型 H18.3.13 152,920,000 140,000,000
H18松本維持工事 工事希望型 H18.3.13 142,210,000 138,000,000
H18岡谷維持工事 工事希望型 H18.3.13 134,950,000 132,000,000
H18長野・上田道路清掃事業 工事希望型 H18.3.13 63,970,000 61,500,000
H18新町・松本・岡谷道路清掃作業 工事希望型 H18.3.13 64,400,000 64,000,000
H18第２工区道路照明維持工事 通常指名 H18.3.24 26,292,000 22,500,000
H18長野緑地管理工事 工事希望型 H18.4.21 32,360,000 30,600,000
H18岡谷緑地管理工事 通常指名 H18.4.21 19,610,000 19,000,000
H18上田緑地管理２工事 工事希望型 H18.4.21 19,050,000 16,500,000
H18上田緑地管理１工事 工事希望型 H18.4.21 26,990,000 25,500,000
H18松本緑地管理工事 工事希望型 H18.4.21 18,940,000 17,000,000
村山環境整備工事 通常指名 H18.3.7 87,780,000 59,000,000
H17下生坂防災工事 通常指名 H18.3.24 94,590,000 71,200,000
H18岡谷管内橋梁補修工事 工事希望型 H18.5.18 81,040,000 70,000,000
H18岩鼻トンネル映像収集設備工事 一般入札（簡易総合） H18.5.29 19,530,000 18,500,000
H18第１工区道路照明維持工事 一般入札（簡易総合） H18.5.29 46,000,000 39,500,000
坂室BP宮川大橋上部工事 一般入札（簡易総合） H18.5.19 272,500,000 172,740,000
H18古間推雪帯設置工事 通常指名 H18.5.19 54,360,000 37,560,000
H18新町緑地管理工事 工事希望型 H18.6.16 14,540,000 14,000,000

工事の落札結果等に関する情報
発注機関名  関東地方整備局　長野国道事務所
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発注機関名　千曲川河川事務所

調　　　　　　　　　　　達　　　　　　　　　　　結　　　　　　　　　　　果
金　　額 規　　　格
（万　円） 仕　様　等

外衣・下着類 17 随意契約 千曲川河川事務所 千曲川河川事務所

その他の繊維製品 4 随意契約 千曲川河川事務所 千曲川河川事務所

印刷 50 一般競争 千曲川河川事務所 千曲川河川事務所

事務用品 45 随意契約 千曲川河川事務所 千曲川河川事務所

官公需特定品目落札結果

品　　　　　目
品質上特に要求さ
れる条件等

備　　　考
数　　量 入札方法 時　　　期 入札場所 納入場所

発注機関名　千曲川河川事務所

役　務　の　名　称 具体的な役務の内容 入　札　方　法 入　札　時　期 入　札　場　所 備　　　　　　　考

千曲川河川事務所広報作業 一般競争 H18.4.7 千曲川河川事務所
川の作品コンクール他１件運営作業 一般競争 H18.6.1 千曲川河川事務所

役務の落札に関連する情報

発注機関名　千曲川河川事務所

工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格 落　札　価　格 備　　　考

工事の落札結果等に関する情報

工事及び業務に関する情報は、「入札情報サービス」で得られます。アドレスは次のとおりです。
http://www.ppi.go.jp/　です。検索方法は工事・業務ごとに発注の見通し入札結果をそれぞれクリックし
検索項目の発注者の欄には、「国土交通省」・「北陸地方整備局」・「千曲川河川事務所」としてください。

品　　　　目 数　　量 金　額(千　円) 規格仕様等 入札方法 契約月日 納入場所 納入期間 備　　　　考

家具 6 随意契約 松本砂防事務所
印刷 82 随意契約 松本砂防事務所

機械すき和紙 2 随意契約 松本砂防事務所
事務用品 126 随意契約 松本砂防事務所

台所・食卓用品 6 随意契約 松本砂防事務所

官公需特定品目落札結果
発注機関名　　北陸地方整備局　松本砂防事務所
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品　　　　目 数　　量 金　　額 規格仕様等 入札方法 契約月日 納入場所 納入期間 備　　　考

電子化文書検索
システム機器 １式 1,753,500 一般競争 H18.6.5 松本砂防事務所 H18.9.3

物品（特定品目を除く）の落札に関連する情報
発注機関名　北陸地方整備局　松本砂防事務所

名　　　　　称 数　　量 金　　額 具体的な役務の内容 入札方法 契約月日 納入場所 契約期間 備　　　考

上高地土砂災害軽減啓発業務 2,100,000 広報番組制作 随意契約 H18.6.2 松本砂防事務所 H18.6.2～H18.8.11

役務の落札に関連する情報
発注機関名　北陸地方整備局　松本砂防事務所

工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格 落　札　価　格 備　　　考

工事の落札結果等に関する情報
発注機関名　北陸地方整備局　松本砂防事務所

工事及び業務に関する情報は、「入札情報サービス」(http://www.ppi.go.jp/)で提供しています。
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名　　　　　称 数　　量 金　　額 具体的な役務の内容 入札方法 契約月日 納入場所 契約期間 備　　　考
平成１８年度車両管理業務 1,800,000 指名競争 H18.4.3 三峰川総合開発工事事務所 単価契約
平成１８年度電子複写機賃貸借及び保守その２ 104,136 一般競争 H18.4.3 三峰川総合開発工事事務所 単価契約
平成１８年度厚生福祉業務委託 10,450 一般競争 H18.4.3 三峰川総合開発工事事務所 単価契約
平成１８年度三峰川総合開発工事事務所電子情
報システム機器保守業務委託

4,140,000 一般競争 H18.4.3 三峰川総合開発工事事務所

平成１８年度三峰川総合機械保守点検業務 4,500,000 一般競争 H18.4.3 三峰川総合開発工事事務所
平成１８年度三峰川総合電気通信設備点検業務 16,200,000 一般競争 H18.4.3 三峰川総合開発工事事務所
平成１８年度美和ダム再開発湖内対策施設設計
業務

18,700,000 随意契約 H18.4.14 三峰川総合開発工事事務所

平成１８年度戸草ダム工事用道路杉島地区概略
設計業務

5,000,000 指名競争 H18.4.14 三峰川総合開発工事事務所

平成１８年度美和ダム再開発関連測量 14,000,000 標準プロポーザル H18.4.14 三峰川総合開発工事事務所
平成１８年度三峰川上流部環境調査業務 30,000,000 標準プロポーザル H18.4.19 三峰川総合開発工事事務所
平成１８年度堆砂対策施設モニタリング調査デー
タ検討業務委託

23,800,000 標準プロポーザル H18.4.25 三峰川総合開発工事事務所

平成１８年度三峰川総合開発調査設計技術補助
業務

28,500,000 随意契約 H18.4.3 三峰川総合開発工事事務所

平成１８年度三峰川低水時水質・高水時濁水等
測量調査

23,500,000 指名競争 H18.4.3 三峰川総合開発工事事務所

平成１８年度美和ダム恒久堆砂対策施設環境調
査業務

21,000,000 随意契約 H18.4.7 三峰川総合開発工事事務所

平成１８年単価契約　三峰川総合開発図面作成 38,000 指名競争 H18.6.16 三峰川総合開発工事事務所 単価契約
平成１８年度戸草ダム施工計画検討業務 9,800,000 標準プロポーザル H18.6.12 三峰川総合開発工事事務所
平成１８年度三峰川総合開発事業計画検討業務 20,200,000 随意契約 H18.6.19 三峰川総合開発工事事務所
平成１８年度三峰川総合開発水質分析 9,200,000 随意契約 H18.4.7 三峰川総合開発工事事務所
平成１８年度三峰川総合開発河川巡視等業務 9,950,000 随意契約 H18.4.3 三峰川総合開発工事事務所

役務の落札に関連する情報
発注機関名　　三峰川総合開発工事事務所
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品　　　　目 数　　量 金　　額 規格仕様等 入札方法 契約月日 納入場所 納入期間 備　考

一般事務用品 ８５品目 2,257,206 グリーン購入法適合商品 一般競争 7月28日

長野地方裁判所
　　〃　 上田支部
 　 〃 　佐久支部
　 〃　　松本支部
　 〃　　飯田支部
 　〃　　伊那支部
　  飯山簡裁
　  木曽福島簡裁
　  大町簡裁
　  岡谷簡裁

8月11日

電　　気 452,100kwh（予定）

基本単価1,774円50銭/kw/月
電力量単価
   夏季　　　　10円64銭/kwh
   その他季　　9円67銭/kwh

「省CO2化」適合電力 一般競争 6月1日 長野地方裁判所 １８年６月１日～

電　　気 112,300kwh（予定）

基本単価1,585円50銭/kw/月
電力量単価
  夏季　　　　11円71銭/kwh
  その他季　10円65銭/kwh

「省CO３化」適合電力 一般競争 6月1日 長野地方裁判所 １８年６月１日～

電　　気 155,000kwh（予定）

基本単価1,774円50銭/kw/月
電力量単価
  夏季　　　　10円64銭/kwh
  その他季　　9円67銭/kwh

「省CO４化」適合電力 一般競争 6月1日 長野地方裁判所 １８年６月１日～

電　　気 124,100kwh（予定）

基本単価1,585円50銭/kw/月
電力量単価
  夏季　　　　11円71銭/kwh
  その他季　10円65銭/kwh

「省CO５化」適合電力 一般競争 6月1日 長野地方裁判所 １８年６月１日～

電　　気 104,300kwh（予定）

基本単価1,585円50銭/kw/月
電力量単価
  夏季　　　　11円71銭/kwh
  その他季　10円65銭/kwh

「省CO６化」適合電力 一般競争 6月1日 長野地方裁判所 １８年６月１日～

官 公 需 特 定 品 目 落 札 結 果
発注機関名 　長野地方裁判所


