
公共工事　一般競争入札 平成29年6月30日現在

契約に係る物品役務等の名称
契約担当

役
契約締結日

契約の相手方の
住所及び氏名

契約種別 契約金額（円）
契約相手方
への再就職

人数
備                                 考 種類

ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰﾎﾞｲﾗｰ室ﾎﾞｲﾗｰ撤去その他工事 鈴木　章文 平成28年4月28日
愛知県豊橋市
(株)鈴国設備工業

一般競争 5,346,000 0 工事

学生ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ･ｻｰｸﾙ施設新営その他工事 鈴木　章文 平成28年6月17日
愛知県名古屋市
日成ﾋﾞﾙﾄﾞ工業(株)名古屋支店

一般競争 41,904,000 0 工事

図書館改修工事 鈴木　章文 平成28年7月15日
愛知県名古屋市
青木あすなろ建設(株)名古屋支店

一般競争 212,760,000 0 工事

機械建設研究実験棟2空調設備改修工事 鈴木　章文 平成28年9月2日
愛知県田原市
(株)ｻｲﾃｯｸｽ

一般競争 31,752,000 0 工事

B棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ(B-2号機)改修工事 鈴木　章文 平成28年10月5日
愛知県名古屋市
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ(株)中部支社

一般競争 12,938,400 0 工事

学生寄宿舎D棟等改修工事 鈴木　章文 平成28年10月20日
愛知県名古屋市
菅原工業(株)

一般競争 43,416,000 0 工事

図書館改修電気設備工事 鈴木　章文 平成28年7月8日
愛知県豊橋市
（株）影山電機商会

一般競争 37,044,000 0 工事

図書館改修機械設備工事 鈴木　章文 平成28年12月26日
愛知県豊橋市
旭水道（株）

一般競争 21,740,400 0 工事

学生寄宿舎D棟便所改修機械設備工事 鈴木　章文 平成28年8月29日
愛知県豊橋市
旭水道（株）

一般競争 9,558,000 0 工事

高師住宅3号棟東側改修機械設備工事 鈴木　章文 平成28年10月5日
愛知県豊橋市
(株)丸正

一般競争 13,824,000 0 工事

学生寄宿舎D棟等改修工事 鈴木　章文 平成28年10月20日
愛知県名古屋市
菅原工業(株)

一般競争 26,056,000 0 工事

公共工事　随意契約

契約に係る物品役務等の名称
契約担当

役
契約締結日

契約の相手方の
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人数
随意契約とした理由 種類

なし

物品役務等　一般競争入札

契約に係る物品役務等の名称
契約担当

役
契約締結日

契約の相手方の
住所及び氏名

契約種別 契約金額（円）
契約相手方
への再就職

人数
備                                 考 種類

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄｿﾌﾄｳｪｱ包括ﾗｲｾﾝｽ 鈴木　章文 平成28年3月16日
富山県富山市
（株）インテック

一般競争 9,158,400 0 物品

情報入出力運用支援業務 鈴木　章文 平成28年1月14日
愛知県名古屋市
富士ゼロックス(株)愛知営業所

一般競争 (134,186,085) 0 役務

JdreamⅢ学術F固定料金ｻｰﾋﾞｽの提供 鈴木　章文 平成28年3月4日
愛知県名古屋市
丸善雄松堂(株)名古屋支店

一般競争 4,289,220 0 役務

データベース（Web of Science)の利用 鈴木　章文 平成28年4月1日
東京都港区
ユサコ（株）

一般競争 10,800,000 0 役務

英語アドバイザー業務 鈴木　章文 平成28年4月1日
東京都千代田区
（株）アルク教育社

一般競争 9,201,600 0 役務

液体窒素　99.999％以上 鈴木　章文 平成28年3月16日
愛知県豊橋市
三洋商事(株)

一般競争 (7,766,280) 0 物品

産業廃棄物収集運搬・処理業務 鈴木　章文 平成28年3月25日
愛知県豊橋市
(株)明輝クリーナー

一般競争 (2,095,600) 0 役務

建物清掃請負業務 鈴木　章文 平成28年3月30日
愛知県名古屋市
ｺﾆｯｸｽ(株)

一般競争 (12,638,022) 0 役務

植栽管理業務 鈴木　章文 平成28年3月29日
愛知県名古屋市
ｺﾆｯｸｽ(株)

一般競争 5,778,000 0 役務

生活廃水処理施設保守管理業務委託 鈴木　章文 平成28年3月4日
愛知県名古屋市
(株)ｸﾘﾀｽ

一般競争 10,342,080 0 役務

一般定期及び特殊健康診断請負業務 鈴木　章文 平成28年3月18日
愛知県豊川市
医療法人社団卓和会しらゆりクリニック

一般競争 8,778,402 0 役務

単結晶薄膜用X線回折評価装置 鈴木　章文 平成28年4月26日
愛知県名古屋市
（株）リガク名古屋営業所

一般競争 17,928,000 0 物品

教務情報システム賃貸借料 鈴木　章文 平成28年5月11日 ＳＣＳＫ(株) 一般競争 (109,797,120) 0 役務

保守：キャンパスネットワークシステム保守業務 鈴木　章文 平成28年8月24日
愛知県名古屋市
(株日立製作所中部支社

随意契約 (31,071,600) 0 役務

電子ｼﾞｬｰﾅﾙ利用 Wiley Online Library 鈴木　章文 平成28年10月21日
愛知県名古屋市
丸善雄松堂(株)名古屋支店

一般競争 5,326,000 0 役務

マルチディスプレイシステム 鈴木　章文 平成29年1月12日
愛知県名古屋市
電子システム(株)

一般競争 9,072,000 0 物品

作業環境測定業務 鈴木　章文 平成29年1月13日
愛知県豊橋市
（株）ｲｽﾞﾐﾃｯｸ

一般競争 3,409,020 0 役務

図書館什器 鈴木　章文 平成28年12月20日
愛知県豊橋市
(株)イクモ

一般競争 11,588,400 0 物品
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物品役務等　随意契約
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随意契約とした理由 種類

イオンミリング装置 鈴木　章文 平成28年1月27日
愛知県名古屋市
（株）日立ハイテクノロジーズ中部支店

随意契約 9,990,000 0

本調達物品については、契約の相手方が代理店をとおさず直接販
売している物品であり、他との競争を許さないことから、国立大学法
人豊橋技術科学大学会計規則第41条第1項第1号に該当するた
め。

物品

人事給与統合システム保守 鈴木　章文 平成28年3月8日
大阪府大阪市
ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾑｳｪｱ（株）西日本支店

随意契約 3,897,720 0

本契約については，システムの著作権等を請負業者が有している。
したがって，契約の性質が他との競争を許さないことから、国立大
学法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１項第１号に該当す
るため。

役務

Dream Campus 教務システムの保守料 鈴木　章文 平成28年3月11日
東京都江東区
SCSK(株)

随意契約 2,646,000 0

本契約については，システムの著作権等を請負業者が有している。
したがって，契約の性質が他との競争を許さないことから、国立大
学法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１項第１号に該当す
るため。

役務

平成28年度国立大学法人総合損害保険料 鈴木　章文 平成28年4月1日
東京都千代田区
(社)国立大学協会

随意契約 2,357,150 0
本契約については，契約の性質が他との競争を許さないことから、
国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１項第１号に
該当するため。

役務

Scopusの利用 鈴木　章文 平成28年4月1日
ｵﾗﾝﾀﾞ王国ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ市
ｴﾙｾﾞﾋﾞｱ･ﾋﾞｰ･ﾌﾞｲ

随意契約 3,565,078 0

本契約の請負契約については，同社のみが情報の提供を行えるも
のであり，契約の性質が他との競争を許さないことから、国立大学
法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１項第１号に該当する
ため。

役務

Science Directの利用 鈴木　章文 平成28年4月1日
ｵﾗﾝﾀﾞ王国ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ市
ｴﾙｾﾞﾋﾞｱ･ﾋﾞｰ･ﾌﾞｲ

随意契約 15,247,011 0

本契約の請負契約については，同社のみが情報の提供を行えるも
のであり，契約の性質が他との競争を許さないことから、国立大学
法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１項第１号に該当する
ため。

役務

データベース（SciFinder(Academic)）の利用 鈴木　章文 平成28年4月1日
東京都文京区
(社)化学情報協会

随意契約 3,535,720 0

本契約の請負契約については，同社のみが情報の提供を行えるも
のであり，契約の性質が他との競争を許さないことから、国立大学
法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１項第１号に該当する
ため。

役務

TOEIC IPﾃｽﾄ受験料 鈴木　章文 平成28年4月1日
東京都千代田区
(社)国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ協会

随意契約 2,839,410 0
本契約については，同社のみが請負することができる唯一の法人
であることから、国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則第４１
条第１項第１号に該当するため。

役務

大学研究費管理会計ｼｽﾃﾑ保守 鈴木　章文 平成28年4月1日
愛知県名古屋市
(株)ﾆｯｾｲｺﾑ中部支店

随意契約 3,823,200 0

本契約については，システムの著作権等を請負業者が有している。
したがって，契約の性質が他との競争を許さないことから、国立大
学法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１項第１号に該当す
るため。

役務

修理：イオン注入装置搬送系 鈴木　章文 平成28年4月19日
京都府京都市
日新イオン機器（株）

随意契約 5,130,000 0
本契約については，同社のみが修理を行える唯一の業者であり，
契約の性質が他との競争を許さないことから、国立大学法人豊橋
技術科学大学会計規則第４１条第１項第１号に該当するため。

役務

保険料：学生教育研究災害傷害保険 鈴木　章文 平成28年5月16日
東京都目黒区
（財）日本国際教育支援協会

随意契約 2,190,000 0
本契約については，契約の性質が他との競争を許さないことから、
国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１項第１号に
該当するため。

役務

2016年技術者教育プログラム認定継続審査料（建
築・都市システム学課程　社会基盤コース，建築
コース）

鈴木　章文 平成28年6月8日
東京都港区
(社）日本技術者教育認定機構

随意契約 2,484,000 0
本契約については，契約の性質が他との競争を許さないことから、
国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１項第１号に
該当するため。

役務

原子間力顕微鏡 鈴木　章文 平成28年6月14日
東京都千代田区
JPK Instruments AG

随意契約 9,843,120 0

本調達物品については、契約の相手方が代理店をとおさず直接販
売している物品であり、他との競争を許さないことから、国立大学法
人豊橋技術科学大学会計規則第41条第1項第1号に該当するた
め。

物品

広告掲載料：雑誌「Nature]世界版　他 鈴木　章文 平成28年6月29日
東京都新宿区
ネイチャー・ジャパン（株）

随意契約 4,428,000 0
本契約については，契約の性質が他との競争を許さないことから、
国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１項第１号に
該当するため。

役務

ﾆｭｰﾖｰｸ市立大学寮使用料
(Summer 2016 - Fall 2016)

鈴木　章文 平成28年7月14日 Q STUDENT RESIDENCE LCC 随意契約 5,588,512 0
本契約については外国で契約することから、国立大学法人豊橋技
術科学大学会計規則第４１条第１項第１号に該当するため。

役務

委託：サブミクロンイオンイメージセンサウエハ制作 鈴木　章文 平成28年7月15日
東京都品川区
日本ケミコン（株）

随意契約 6,504,840 0

本契約については、本学が保有している特許に基づき行われ、契
約の相手方のみ実施許諾を行っているため、他との競争を許さな
いことから国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１
項第１号に該当するため。

役務

委託：サブミクロンフィルタレス蛍光センサウエハ制
作

鈴木　章文 平成28年7月26日
東京都品川区
日本ケミコン（株）

随意契約 6,504,840 0

本契約については、本学が保有している特許に基づき行われ、契
約の相手方のみ実施許諾を行っているため、他との競争を許さな
いことから国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１
項第１号に該当するため。

役務

会計監査業務 鈴木　章文 平成28年8月10日
東京都新宿区
有限責任あずさ監査法人

随意契約 4,860,000 0
文部科学大臣より会計監査人として選任され
た者であり、競争を許さないことから国立大学法人豊橋技術科学大
学会計規則第４１条第１項第１号に該当するため。

役務

修理：JEM-2100F型電子顕微鏡電子銃交換 鈴木　章文 平成28年8月18日
愛知県名古屋市
日本電子（株）名古屋支店

随意契約 3,014,992 0
本契約については，同社のみが修理を行える唯一の業者であり，
契約の性質が他との競争を許さないことから、国立大学法人豊橋
技術科学大学会計規則第４１条第１項第１号に該当するため。

役務

平成28年度学内企業説明会業務 鈴木　章文 平成28年9月12日
愛知県名古屋市
(株)ディスコ　名古屋支社

随意契約 11,714,606 0
提案評価方式を実施し、同社の提案書を特定した。よって国立大学
法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１項第１号に該当する
ため。

役務

TOEIC IPテスト 鈴木　章文 平成28年9月13日
東京都千代田区
（財）国際ビジネスコミュニケーション協会

随意契約 2,512,125 0
本契約については，同社のみが請負することができる唯一の法人
であることから、国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則第４１
条第１項第１号に該当するため。

役務

ｻﾌﾞﾐｸﾛﾝｲｵﾝｲﾒｰｼﾞｾﾝｻの機能向上の為のｱﾌﾟﾘｹｰ
ｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱの作成

鈴木　章文 平成28年10月3日
東京都品川区
日本ｹﾐｺﾝ(株)

随意契約 6,426,000 0

本契約については、本学が保有している特許に基づき行われ、契
約の相手方のみ実施許諾を行っているため、他との競争を許さな
いことから国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１
項第１号に該当するため。

役務

修理：CNC旋盤サドルユニット 鈴木　章文 平成28年10月12日
岐阜県可児市
オークマ(株)サービス本部

随意契約 2,832,300 0
本契約については，同社のみが修理を行える唯一の業者であり，
契約の性質が他との競争を許さないことから、国立大学法人豊橋
技術科学大学会計規則第４１条第１項第１号に該当するため。

役務

強誘電体特性評価システム 鈴木　章文 平成28年9月23日
東京都中央区
(株)東陽テクニカ

随意契約 5,308,416 0

本調達物品については、契約の相手方が代理店をとおさず直接販
売している物品であり、他との競争を許さないことから、国立大学法
人豊橋技術科学大学会計規則第41条第1項第1号に該当するた
め。

物品

レーザー加工機部品取替 鈴木　章文 平成28年10月11日
愛知県名古屋市
岡谷機販(株)

随意契約 2,942,352 0
本契約については，同社のみが取替を行える唯一の業者であり，
契約の性質が他との競争を許さないことから、国立大学法人豊橋
技術科学大学会計規則第４１条第１項第１号に該当するため。

役務

開架書架移設及び耐震固定業務 鈴木　章文 平成28年12月16日
愛知県名古屋市
日本ファイリング(株)

随意契約 4,575,808 0

本契約については，図書館利用者の安全性を考慮した結果，同社
のみが請負することができる唯一の法人であることから、国立大学
法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１項第１号に該当する
ため。

役務

アイトラッキングシステム 鈴木　章文 平成28年12月22日
東京都千代田区
(株)フィジオテック

随意契約 9,979,200 0
本調達物品については、契約の相手方が唯一の代理店であり、他
との競争を許さないことから、国立大学法人豊橋技術科学大学会
計規則第41条第1項第1号に該当するため。

物品

電子ｼﾞｬｰﾅﾙ利用 SpringerLINK 鈴木　章文 平成28年12月8日
ドイツ国ハイデルベルグ
Springer Customer Service Center
GmbH

随意契約 2,125,312 0

本契約の請負契約については，同社のみが情報の提供を行えるも
のであり，契約の性質が他との競争を許さないことから、国立大学
法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１項第１号に該当する
ため。

役務
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地域連携型防災対策実証実験支援 鈴木　章文 平成29年1月4日
愛知県名古屋市
(株)インフォマティクス　名古屋営業所

随意契約 2,397,600 0
本契約については，同社のみが支援を行える唯一の業者であり，
契約の性質が他との競争を許さないことから、国立大学法人豊橋
技術科学大学会計規則第４１条第１項第１号に該当するため。

役務

自動結束ユニット試作 鈴木　章文 平成29年2月10日
東京都港区
シンフォニアテクノロジー(株)

随意契約 5,837,400 0

本試作品は，研究委託契約に基づき，製品開発及び実用化を目指
し製作するものであり，試作機の基本構想、仕様などについてはプ
ロジェクトの参画企業である同社と共同して進めており、特許出願
を念頭に当該企業との秘密保持契約を締結し、知的財産等を共有
するため，他との競争を許さないことから国立大学法人豊橋技術科
学大学会計規則第４１条第１項第１号に該当するため。

物品

ISFET14計測装置アプリケーションプログラムの新
機能追加

鈴木　章文 平成28年11月17日
東京都品川区
日本ケミコン(株)

随意契約 2,214,000 0

本契約については、本学が保有している特許に基づき行われ、契
約の相手方のみ実施許諾を行っているため、他との競争を許さな
いことから国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１
項第１号に該当するため。

役務

シンポジウム採録掲載 鈴木　章文 平成29年2月1日
東京都中央区
廣告社(株)

随意契約 2,700,000 0
本契約については，契約の性質が他との競争を許さないことから、
国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１項第１号に
該当するため。

役務

サブミクロンセンサ用評価装置の製作 鈴木　章文 平成29年2月6日
東京都品川区
日本ケミコン(株)

随意契約 4,298,400 0

本契約については、本学が保有している特許に基づき行われ、契
約の相手方のみ実施許諾を行っているため、他との競争を許さな
いことから国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１
項第１号に該当するため。

役務

福岡天神データセンターに係るH28年度利用料金 鈴木　章文 平成28年4月1日
愛知県名古屋市
西日本電信電話（株）東海事業本部

随意契約 3,758,400 0

本契約については、大規模災害に対する通信設備等のBCP対策の
一環であり、同社のみが請負業務を行える唯一の業者であり，契
約の性質が他との競争を許さないことから、国立大学法人豊橋技
術科学大学会計規則第４１条第１項第１号に該当するため。

役務

３Ｄプリンター保守業務 鈴木　章文 平成28年4月1日
愛知県豊川市
大宝産業（株）

随意契約 2,592,000 0
本契約については，同社のみが保守を行える唯一の業者であり，
契約の性質が他との競争を許さないことから、国立大学法人豊橋
技術科学大学会計規則第４１条第１項第１号に該当するため。

役務

保守：電子ビーム描画装置 鈴木　章文 平成28年4月1日
愛知県名古屋市
日本電子(株)名古屋支社

随意契約 5,724,000 0
本契約については，同社のみが保守を行える唯一の業者であり，
契約の性質が他との競争を許さないことから、国立大学法人豊橋
技術科学大学会計規則第４１条第１項第１号に該当するため。

役務

委託：広域連携教育研究用情報システム研究用ア
プリケーション問い合わせ対応作業

鈴木　章文 平成28年4月27日
愛知県名古屋市
(株)日立製作所　中部支社

随意契約 3,240,000 0
本契約については，同社のみが請負を行える唯一の業者であり，
契約の性質が他との競争を許さないことから、国立大学法人豊橋
技術科学大学会計規則第４１条第１項第１号に該当するため。

役務

広域連携教育研究用情報システム高性能ＶＤＩ環
境の構築

鈴木　章文 平成29年3月3日
愛知県名古屋市
(株)日立製作所　中部支社

随意契約 2,886,138 0
本契約については，同社のみが請負を行える唯一の業者であり，
契約の性質が他との競争を許さないことから、国立大学法人豊橋
技術科学大学会計規則第４１条第１項第１号に該当するため。

役務
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