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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

印　刷 － 3,652,687 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 － 1,507,991 特別規格 指名競争
入札月日又は
見積月日 当社又は郵便局 仕様書のとおり

織　物 － 9,450 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 － 1,989,481 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 － 36,750 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 － 725,130 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 － 20,954,430 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

機械すき和紙 － 2,745,330 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 － 2,131,993 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 － 34,650 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

台所・食卓用品 － 1,933,890 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

台所・食卓用品 － 4,536,000 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

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

工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格 落　札　価　格 備　　　考
合同庁舎関係

自転車置き場等塗装改修工事
一般競争入札 H18.8.29 ※ 1,730,400

工事の落札結果等に関する情報
発注機関名　　総務省信越総合通信局

※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。
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工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格 落　札　価　格 備　　　考
松本少年刑務所

2号ボイラー取替工事
指名競争入札 平成18年12月4日 20,485,500- 19,320,000-

工事の落札結果等に関する情報
発注機関名　　松本少年刑務所

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

工事・官公需特定品目・物品・役務の落札結果等に関する情報
発注機関名  関東財務局長野財務事務所

※工事、官公需特定品目、物品及び役務の落札結果等に関する情報は、関東財務局のホームページ（http://www.mof-kantou.go.jp/)に掲載してあります。

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

工事・官公需特定品目・物品・役務の落札結果等に関する情報
発注機関名        関東信越国税局

関東信越国税局ホームページに掲載してあります。

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

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

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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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

国立大学法人信州大学教育学部附属松本小・中
学校耐震改修電気設備工事

工事希望型競争入札 平成18年8月25日 11,151,000 9,870,000

国立大学法人信州大学教育学部附属松本小・中
学校耐震改修機械設備工事

工事希望型競争入札 平成18年8月25日 11,592,000 11,340,000

国立大学法人信州大学旭キャンパス他アスベスト
除去に伴う仮設電源取設工事

一般競争入札 平成18年8月30日 15,802,500 15,750,000

国立大学法人信州大学こまくさ寮便所改修工事 工事希望型競争入札 平成18年8月31日 12,558,000 11,004,000
国立大学法人信州大学こまくさ寮便所改修電気設
備工事

工事希望型競争入札 平成18年8月31日 2,790,900 2,730,000

国立大学法人信州大学こまくさ寮便所改修機械設
備工事

工事希望型競争入札 平成18年8月31日 10,825,500 10,185,000

国立大学法人信州大学医学部基礎医学教室エレ
ベーター設備改修工事

工事希望型競争入札 平成18年9月12日 22,134,000 17,850,000

国立大学法人信州大学旭キャンパス蒸気ボイラ燃
焼装置改造工事

一般競争入札 平成18年10月11日 62,233,500 59,850,000

国立大学法人信州大学沢村宿舎（２）他屋根防水
改修工事

工事希望型競争入札 平成18年10月11日 5,895,750 5,439,000

国立大学法人信州大学医学部中校舎講義室その
他改修工事

工事希望型競争入札 平成18年10月31日 8,279,250 5,880,000

国立大学法人信州大学農学部食と緑の科学資料
館新営電気設備工事

工事希望型競争入札 平成18年11月1日 11,823,000 9,975,000

国立大学法人信州大学農学部食と緑の科学資料
館新営機械設備工事

工事希望型競争入札 平成18年11月1日 13,891,500 8,872,500

国立大学法人信州大学繊維学部素材開発化学科
棟揚水設備改修工事

工事希望型競争入札 平成18年11月1日 6,775,650 4,105,500

国立大学法人信州大学農学部食と緑の科学資料
館新営工事

一般競争入札 平成18年11月2日 59,766,000 46,977,000

国立大学法人信州大学教育学部人文美術校舎外
壁その他改修工事

一般競争入札 平成18年11月21日 53,004,000 46,231,500
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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

落錘式衝撃試験機 １式 15,876,000
米国インストロン社　９２５０
HV

一般競争入札 平成18年7月20日 工学部 H18.12.28

ナノ粒子物性測定装置 １式 11,340,000 英国マルバーン社 一般競争入札 平成18年8月4日 繊維学部 H18.10.31

近赤外線蛍光分光光度計 １式 15,697,500 島津製作所 一般競争入札 平成18年7月28日 工学部 H18.9.26

燃料電池用ガス分析装置 １式 9,051,000
米国AMETEK社　Proline
1-100amu

一般競争入札 平成18年7月12日 繊維学部 H18.10.24

OPA(光パラメトトリック増幅器)システム １式 11,011,350 タレスレーザー㈱ 一般競争入札 平成18年8月11日 繊維学部 H18.12.28

高速液体クロマトグラフ １式 6,363,000 島津製作所 一般競争入札 平成18年7月20日 農学部 H18.8.10

高速比表面積／細孔分布測定装置 １式 13,965,000 米国マイクロメリティクス社 一般競争入札 平成18年7月31日 工学部 H18.10.31

全自動元素分析装置 １式 7,059,150
㈱パーキンエルマージャパン
2400Ⅱ 一般競争入札 平成18年7月31日 工学部 H18.9.29

クロスセクションポリッシャー １式 8925000 日本電子㈱SM-09010 一般競争入札 平成18年8月21日 工学部 H18.9.29

PCT測定装置 １式 6,720,000 ㈱鈴木商館　PCT-2SDWIN 一般競争入札 平成18年8月31日 工学部 H18.12.8

事務用電子計算機システム 日本電気㈱Express5800 187,992 NECリース㈱ 一般競争入札 平成18年10月20日 内部部局 H18.12.1

共用試験用ノート型パーソナルコンピューター 6,823,845 エプソン　NJ1000-SH1 一般競争入札 平成18年10月30日 医学部 H18.11.30

電子ジャーナル JohnWiley＆Sons社 10,733,100 丸善㈱ 一般競争入札 平成18年10月13日 附属図書館 H18.12.28

全自動錠剤分包機 一式 15,899,999         
㈱湯山製作所　YS-TR-
250FDS

一般競争入札 18年7月7日 医学部附属病院 H18.7.20

患者監視システム 一式 8,351,700          
日本光電工業㈱
CNS-9071

一般競争入札 18年10月13日 医学部附属病院 H18.11.27

誘発電位・筋電図検査装置 一式 10,500,000         
日本光電工業㈱
MEB-2216

一般競争入札 18年9月15日 医学部附属病院 H18.9.29

汎用超音波画像診断装置のリース 1台 251,979             アロカ㈱　Prosoundα10 一般競争入札 18年9月25日 医学部附属病院
H18.11.1～
H23.10.31

60ヶ月リース契約
金額は1ヶ月のリース料

自動再来受付機のリース 3台              213,990
㈱PFU　MEDIA-STAFFHR
モデル

一般競争入札 18年9月22日 医学部附属病院
H18.10.1～
H21.3.31

30ヶ月リース契約
金額は1ヶ月のリース料

医薬品（一般薬） 一式 2,306,460,696    エリル注30mg２ml　外 一般競争入札 18年10月1日 医学部附属病院
H18.10.1～
H20.3.31

一般薬1435品目

胎児監視ネットワークシステム 一式 33,726,000         
トーイツ㈱
MT-523

一般競争入札 18年10月31日 医学部附属病院 H19.3.30

かき上げ式食器洗浄機 一式 6,720,000          
㈱田中機器製作所

THWL382．ARS．Sup．TX．M
一般競争入札 18年11月17日 医学部附属病院 H19.1.17

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
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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
教育用電子計算機 １式 253,113 富士通　FMV-D5220 一般競争入札 10月2日 当校 07/3/1～11/2/28 リース契約１ヶ月借料
A　　重　　油 １キロリットル 61,110 JIS１種１号 一般競争入札 10月26日 当校 06/11/1～07/3/31
３次元プリンター １式 3,839,850 Stratasys社　BST768 一般競争入札 11月2日 当校
３次元造型機 １式 11,182,500 ファナック（株）α-T14iE 一般競争入札 11月10日 当校

物品（特定品目を除く）の落札に関連する情報

発注機関名　　　長野工業高等専門学校

工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格 落　札　価　格 備　　　考
第一体育館耐震改修工事 公募型指名競争 平成18年7月12日 8,797,950 8,400,000
電気電子工学科棟電気機械工学実
験室等改修工事 公募型指名競争 平成18年9月8日 6,495,300 4,830,000

工事の落札結果等に関する情報
発注機関名　長野工業高等専門学校

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
信州大学経済学部校舎外耐震診断業務 一式 19,215,000 耐震診断業務 一般競争入札 平成18年7月13日 経済学部　外 H18.7.13～H19.2.28

信州大学教育学部外ボイラー運転業務 一式 10,413,396 ボイラー運転管理業務 一般競争入札 平成18年10月20日 教育学部　外 H18.10.20～H19.3.30

役務の落札に関連する情報
発注機関名　　信州大学

工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格 落　札　価　格 備　　　考
梓川頭首工電気操作設備移設工事 工事希望型競争入札 H18.8.7 32,140,500 24,391,500
梓川頭首工除塵機撤去設置工事 公募型指名競争 H18.8.7 35,584,500 33,600,000
梓川頭首工仮管理室基礎その他工事 指名競争 H18.8.8 5,134,500 5,040,000
梓川頭首工仮管理室建屋設置工事 指名競争 H18.8.28 3,171,000 2,835,000

工事の落札結果等に関する情報
発注機関名    関東農政局中信平二期農業水利事業所
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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
梓川幹線下流部構想検討業務 1式 4,200,000 設計業務 指名競争 H18.9.5 当該事業所 H18.9.5～H19.3.16
右岸上段幹線分水工実施設計業務 1式 11,025,000 設計業務 指名競争 H18.9.26 当該事業所 H18.9.27～H19.3.19

水管理システム技術検討委託業務 1式 8,211,000 技術検討業務 企画競争 H18.10.31 当該事業所 H18.10.31～H19.3.19

梓川頭首工等工事監理業務 1式 8,085,000 現場技術業務 プロポ－ザル H18.11.1 当該事業所 H18.11.1～H19.3.26

梓川左岸幹線施設機能診断その１調査業務 1式 13,923,000 調査業務 指名競争 H18.11.22 当該事業所 H18.11.22～H19.3.22

梓川右岸幹線施設機能診断その１調査業務 1式 19,425,000 調査業務 指名競争 H18.11.21 当該事業所 H18.11.22～H19.3.27

梓川頭首工門扉製作据付建設工事監理業務 1式 3,990,000 現場技術業務 プロポ－ザル H18.11.27 当該事業所 H18.11.28～H19.3.20

調整池施設機能診断その１調査業務 1式 14,490,000 調査業務 指名競争 H18.12.6 当該事業所 H18.12.6～H19.3.26

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

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　長野営繕事務所

※工事及びコンサルに関する情報は、「入札情報サービス」（http://www.ppi.go.jp)で提供しています。

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。

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　　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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品　　　　目 数　　量
金　　額
（万　円）

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 29 随意契約 松本砂防事務所
その他繊維製品 11 随意契約 松本砂防事務所

家具 144 随意契約 松本砂防事務所
印刷 230 随意契約 松本砂防事務所
事務用品 77 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　  　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

砂防広報ミニ番組企画制作業務 一式 8,179,500 広報業務
随意契約

（プロポーザル） H18.7.14 松本砂防事務所 H18.7.15～H19.3.30
上高地事業広報業務 一式 5,029,500 広報業務 随意契約 H18.9.13 松本砂防事務所 H18.9.14～H19.1.12

役務の落札に関連する情報

発注機関名　　　松本砂防事務所

品　　　　目 数　　量
金　　額
（万　円）

規格仕様等 入札方法 契約月日 納入場所 納入期間 備　　　考

トナー購入 一式 40 随意契約 松本砂防事務所

物品（特定品目を除く）の落札に関連する情報

発注機関名　　松本砂防事務所

工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格（消費税抜き） 落　札　価　格（消費税抜き） 備　　　考
平成18年度美和ダム再開発分派堰
法面対策工事 工事希望型指名競争 平成18年9月25日 23,210,000 22,500,000
平成18年度　単価契約　三峰川総
合開発管内緊急作業 工事希望型指名競争 平成18年9月25日 25,890(基準単価) 23,500(基準単価)

工事の落札結果等に関する情報
発注機関名　三峰川総合開発工事事務所
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工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格 落　札　価　格 備　　　考
H18長野国道管内改良他工事 工事希望型 H18.6.16 43,450,000 31,190,000
H18上田管内他歩道橋融雪設備工事 工事希望型 H18.7.10 21,020,000 19,800,000
H18長野管内道路付属物補修工事 工事希望型 H18.7.19 45,090,000 36,500,000
H18高田地区歩道融雪用機械設備工事 一般競争 H18.7.31 37,020,000 31,400,000
H18新田拡幅舗装他工事 工事希望型 H18.7.31 75,000,000 64,900,000
H18信州新町管内道路付属物補修工事 工事希望型 H18.7.19 85,120,000 59,770,000
H18上田管内道路付属物補修工事 工事希望型 H18.7.19 89,850,000 63,520,000
H18東和田環境整備工事 工事希望型 H18.8.11 69,620,000 58,900,000
H18中部横断道敷地管理1工事 工事希望型 H18.7.28 79,840,000 46,300,000
H18中部横断道敷地管理２工事 工事希望型 H18.7.28 56,120,000 38,300,000
H18道路施設補修工事 工事希望型 H18.8.8 88,710,000 59,500,000
H18下生坂防災工事 工事希望型 H18.8.29 62,230,000 61,000,000
八幡函渠2工事 工事希望型 H18.8.30 146,790,000 126,700,000
八幡函渠３工事 工事希望型 H18.8.30 126,660,000 101,900,000
H18赤羽根歩道設置他工事 工事希望型 H18.8.31 94,440,000 94,000,000
八幡植栽工事 工事希望型 H18.8.4 12,200,000 6,087,000
H18松本歩道補修その２工事 工事希望型 H18.9.14 117,330,000 114,000,000
広丘改良舗装工事 工事希望型 H18.9.25 103,140,000 80,560,000
宮川改良２工事 工事希望型 H18.9.25 72,470,000 66,900,000
広丘電線共同溝工事 工事希望型 H18.9.26 175,900,000 175,000,000
安庭本復旧２工事 工事希望型 H18.10.2 67,230,000 65,000,000
H18小諸歩道設置他工事 工事希望型 H18.10.6 63,920,000 51,500,000
上半過改良舗装工事 工事希望型 H18.9.25 59,280,000 44,800,000
上田ＢＰ改良舗装工事 工事希望型 H18.9.25 111,980,000 74,470,000
赤沼標識他損傷修繕 随契（特命） H18.10.17 2,080,000 2,000,000
H18遠方監視設備工事 一般入札（簡易総合） H18.10.23 62,120,000 59,500,000
H18松本・岡谷標識設置工事 工事希望型 H18.10.23 13,080,000 12,800,000
H18長野～豊野除雪作業 工事希望型 H18.10.24 20,130,000 16,400,000
H18豊野～赤川除雪作業 工事希望型 H18.10.24 59,570,000 53,500,000
H18信州新町除雪作業 工事希望型 H18.10.24 22,950,000 22,500,000
H18松本除雪作業 工事希望型 H18.10.25 18,790,000 14,800,000
H18岡谷除雪作業 工事希望型 H18.10.25 18,660,000 16,000,000
H18上田除雪作業 工事希望型 H18.10.25 28,550,000 25,000,000
岡谷久保田宿舎改修工事 工事希望型 H18.10.30 4,840,000 4,400,000

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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工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格 落　札　価　格 備　　　考
H18新町・長野・上田標識設置工事 工事希望型 H18.10.23 14,110,000 13,000,000
H18道路情報提供設備工事 随契（特命） H18.10.31 9,430,000 8,300,000
宮川改良工事 一般入札（簡易総合） H18.9.25 266,510,000 164,500,000
八幡函渠４工事 工事希望型 H18.11.13 60,520,000 60,500,000
H18管内通信路統合設備工事 一般入札（簡易総合） H18.11.21 72,730,000 65,000,000
H18長野国道庁舎改修他工事 工事希望型 H18.10.30 15,680,000 11,850,000

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 1１5着外 129,040 Ｔシャツ外 随意契約 H18.8.1 長野国道事務所 契約後１週間以内

〃 １着 3,874 作業服 〃 H18.10.10 〃 〃
その他の繊維 128,226 シートカバー 〃 H18.9.14 〃 〃
家　　具 １脚 6,825 簡易ベット 〃 H18.9.8 〃 〃
〃 ６枚 676,725 衝立 〃 H18.10.5 〃 〃
〃 １台 19,162 ワゴン 〃 H18.7.10 〃 〃
〃 ４枚 75,600 衝立 〃 H18.10.2 〃 〃
〃 １枚 199,500 掲示板 〃 H18.11.16 〃 〃

印　　刷 ３，０００枚 176,400 身分証明書 〃 H18.10.2 〃 〃
〃 200部 147,000 所内報 〃 H18.7.10 〃 〃
〃 462,000 管内図 〃 H18.7.20 〃 〃
〃 ４５個 56,700 名刺 〃 H18.10.20 〃 〃
〃 50冊 21,000 書式 〃 H18.8.30 〃 〃

機械すき和紙 ３，０００個 78,435 トイレットペーパー 〃 H18.7.28 〃 〃
事務用品 153,533 用紙 〃 H18.7.4 〃 〃
〃 182,857 〃 〃 H18.8.7 〃 〃
〃 113,715 〃 〃 H18.8.31 〃 〃
〃 173,985 〃 〃 H18.9.22 〃 〃
〃 178,290 〃 〃 H18.10.20 〃 〃
〃 10,500 〃 〃 H18.10.23 〃 〃
〃 311,430 〃 〃 H18.11.14 〃 〃

84,000 〃 〃 H18.7.14
〃 87,717 事務用品 〃 H18.8.1 〃 〃
〃 299,250 〃 〃 H18.9.13 〃 〃
〃 46,147 〃 〃 H18.9.6 〃 〃

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
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平成１８年度　第２・３四半期分

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
Ｈ１８多重無線装置製造 １式 11,760,000(税込） 無線 一般競争 １８．７．２８ 長野国道事務所上田出張所 １９．３．２３
凍結防止剤 （予定数量）４，４００ｔ 22,601（税込） 塩化ナトリウム 一般競争 １８．１０．２７ 野尻除雪ステーション他 １８．３．３１ （単価契約）
小型トラック １台 3,200,000（税込） 2,000cc 一般競争 １８．１１．１４ 長野国道事務所 １８．１２．１５
パーソナルコンピューター ２９台 7,255,500（税込） ノート・ディスクトップ 一般競争 １８．１１．１７ 長野国道事務所他 １８．１２．２５

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

平成18年度　第１四半期分

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
長野国道事業概要作成業務委託 7,822,500（税込） 事業概要作成他 プロポーザル H18.9.8 長野国道事務所 H18.9.9～H19.3.28

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
平成１８年度ダム周辺維持管理工事 指名競争入札 平成18年7月5日 11,035,500 10,500,000

下流監視設備設置工事 指名競争入札 平成18年7月27日 4,473,000 4,200,000
平成１８年度味噌川ダム流木処理工事 指名競争入札 平成18年10月19日 31,479,000 26,250,000
平成１８年度箕輪沢地区法面保護工事 指名競争入札 平成18年10月24日 5,890,500 4,189,500

味噌川ダム下流整備工事 指名競争入札 平成18年11月1日 2,982,000 2,593,500
貯水池横断ケーブル標識設置工事 指名競争入札 平成18年11月6日 3,654,000 3,549,000

営繕施設改修工事 指名競争入札 平成18年11月15日 2,509,500 2,467,500

工事の落札結果等に関する情報
発注機関名：独立行政法人水資源機構味噌川ダム管理所

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
警報車 1 2,868,429 緊急自動車（水防出動自動車） 指名競争入札 2006/9/11 味噌川ダム管理所 H18.10.31まで

物品（特定品目を除く）の落札に関連する情報

発注機関名：独立行政法人水資源機構味噌川ダム管理所
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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
宮ノ越局外テレメータ装置製造 7,980,000 テレメータ装置の製造及び据付 随意契約 平成18年10月20日 H18.10.21～H19.1.31

平成１８年度光波観測装置点検業務 1,260,000
光波観測装置及び観測システムの点

検、動作確認等 随意契約 平成18年11月17日 H18.11.18～H19.1.20

平成１８年度地震観測装置他点検業務 2,520,000
地震観測装置、斜面観測装置、総合

気象観測装置の点検、動作確認等 指名競争入札 平成18年12月6日 H18.12.7～H19.2.14

役務の落札に関連する情報

発注機関名：独立行政法人水資源機構味噌川ダム管理所

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

コピー用紙等

A3　12,000枚
A4　2,875,000枚
B4　17,500枚
ﾌﾘｭｰｻﾝﾄﾞ
A4　　14,600枚　　外

15,552,047 一般競争 H19.9.21 長野地裁外管内１０ヵ所 契約日から２週間以内

物品（特定品目を除く）の落札に関連する情報
発注機関名　　　長野地方裁判所


