
公共工事　一般競争入札 平成30年3月31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

B3棟空調設備改修工事 児島昌樹 平成29年4月7日
愛知県田原市
(株)ｻｲﾃｯｸｽ

一般競争 11,653,200 0 工事

C棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ(Ｃ－１号機）改修工事 児島昌樹 平成29年8月7日
愛知県名古屋市
日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造（株）
名古屋営業所

一般競争 17,280,000 0 工事

陸上競技場等改修工事 児島昌樹 平成29年7月24日
愛知県名古屋市
日本ﾌｨｰﾙﾄﾞｼｽﾃﾑ(株)中部支店

一般競争 21,330,000 0 工事

ﾗｲｳﾞﾗｲﾝ再生（給水設備）工事 児島昌樹 平成29年10月2日
愛知県豊橋市
(株)丸正

一般競争 13,824,000 0 工事

学生寄宿舎共用棟改修工事 児島昌樹 平成29年10月18日
静岡県浜松市
(株)原田総合計画

一般競争 21,276,000 0 工事

極低温実験棟特殊ガス配管工事 児島昌樹 平成30年1月18日
愛知県名古屋市
十合刈谷酸素(株)

一般競争 6,998,400 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
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
随意契約とした理由 種類

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

マーカス型高周波グロー放電発光表面分
析装置

鈴木章文 平成29年2月13日
愛知県名古屋市
(株)堀場製作所
　　名古屋セールスオフィス

一般競争 64,800,000 0 物品

フーリエ変換赤外分光光度計 鈴木章文 平成29年2月13日
東京都千代田区
ジャスコサポート(株)

一般競争 14,934,024 0 物品

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29年3月16日
愛知県名古屋市
(株)フューチャーイン

一般競争 9,361,530 0 物品

液体窒素　99.999％以上 鈴木章文 平成29年3月16日
愛知県豊橋市
三洋商事(株)

一般競争 (6,224,040) 0 物品

産業廃棄物収集運搬・処理業務 鈴木章文 平成29年3月24日
愛知県豊橋市
(株)明輝クリーナー

一般競争 (4,526,496) 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 (13,857,648) 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29年3月24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 8,837,154 0 役務

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

一般競争 7,722,000 0 役務

データベース（Web of Science)の利用 児島昌樹 平成29年4月1日
東京都港区
ユサコ（株）

一般競争 11,292,063 0 役務

英語アドバイザー業務 児島昌樹 平成29年4月3日
東京都千代田区
（株）アルク

一般競争 9,201,600 0 役務

日本語アドバイザー業務 児島昌樹 平成29年4月3日
東京都千代田区
（株）アルク

一般競争 2,308,199 0 役務

作業環境測定業務 児島昌樹 平成29年7月7日
岐阜県岐阜市
ｴｺ・ｱｰｽ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）

一般競争 (3,466,200) 0 役務

キャンパスネットワークシステム保守 児島昌樹 平成29年8月23日
愛知県名古屋市
(株)日立製作所　中部支社

一般競争 (30,888,000) 0 役務

電子ｼﾞｬｰﾅﾙ利用 Wiley Online Library 児島昌樹 平成29年11月1日
愛知県名古屋市
丸善雄松堂(株)名古屋支店

一般競争 5,950,000 0 役務

ソフトウェア人事給与統合システムU-PDS 児島昌樹 平成29年12月8日
東京都品川区
(株)日進サイエンティア

一般競争 7,703,467 0 物品

磁気光学効果測定装置 児島昌樹 平成29年12月8日
東京都千代田区
ジャスコサポート(株)

一般競争 12,989,700 0 物品

事務局ファイルサーバ 児島昌樹 平成30年1月22日
愛知県名古屋市
冨士ゼッロクス(株)愛知営業所

一般競争 8,780,400 0 物品
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物品役務等　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
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
随意契約とした理由 種類

データベース（SciFinder(Academic)）の利
用

鈴木章文 平成29年2月15日
東京都文京区
(社)化学情報協会

随意契約 3,712,510 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

Scopusの利用 鈴木章文 平成29年2月17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 3,743,332 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29年2月20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 15,866,168 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

走査電子顕微鏡 鈴木章文 平成29年2月23日
愛知県名古屋市
日本電子(株)名古屋支店

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

人事給与システム保守 鈴木章文 平成29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 3,969,000 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

大学研究費管理会計ｼｽﾃﾑ保守 鈴木章文 平成29年3月16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

平成29年度国立大学法人総合損害保険
料

児島昌樹 平成29年4月1日
東京都千代田区
(社)国立大学協会

随意契約 2,325,730 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

３Ｄプリンター保守業務 児島昌樹 平成29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

福岡天神データセンターに係るH29年度
利用料金

児島昌樹 平成29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

保守：電子ビーム描画装置 児島昌樹 平成29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

TOEIC IPﾃｽﾄ受験料 児島昌樹 平成29年4月3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 2,788,710 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

形状解析レーザー顕微鏡 児島昌樹 平成29年4月18日
大阪府大阪市
(株)キーエンス

随意契約 8,532,000 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

６型２段ＤＲ圧延機 児島昌樹 平成29年4月28日
茨城県常陸大宮市
大野ロール(株)

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

学生教育研究災害障害保険 児島昌樹 平成29年5月24日
東京都目黒区
（財）日本国際教育支援協会

随意契約 2,109,000 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

特殊ガス設備・設置調整作業 児島昌樹 平成29年6月28日
愛知県東海市
(株)巴商会　名古屋営業所

随意契約 9,828,000 0
本契約については，同社のみが作業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

情報ｼｽﾃﾑ研究用ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ問合せ対応
及びSE業務支援

児島昌樹 平成29年6月29日
愛知県名古屋市
(株)日立製作所　中部支社

随意契約 4,872,960 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

基幹・環境整備（排水処理施設）設計業
務

児島昌樹 平成29年7月3日
愛知県豊橋市
企業組合　建築環境ｼｽﾃﾑ

随意契約 6,868,800 0

簡易公募型プロポーザル方式による一般競争入札を行ったところ，
参加表明書を提出する者が一者もいなかった。当該設計業務は、
基幹・環境整備（生活排水処理）工事の実施設計業務であり，施工
期間を考慮すると，設計業務を再度の入札に付す時間的余裕がな
いことから，再度の入札を行わず，国立大学法人豊橋技術科学大
学契約事務細則第２３条第２項により随意契約とした。

役務

ニューヨーク市立大学クィーンズ校寮使用
料
(Summer 2017)

児島昌樹 平成29年8月8日 Q STUDENT RESIDENCE LCC 随意契約 3,113,466 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

I-2100SRE装置調整作業 児島昌樹 平成29年9月6日
愛知県豊川市
オザワ科学（株）豊川営業所

随意契約 4,844,880 0
本契約については，同社のみが作業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

TOIEC IPテスト受験料 児島昌樹 平成29年9月19日
東京都千代田区
（社）国際ビジネスコミュニケー
ション協会

随意契約 2,313,650 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

平成29年度学内企業説明会業務 児島昌樹 平成29年9月8日
愛知県名古屋市
(株)ディスコ　名古屋支社

随意契約 12,267,828 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

委託：サブミクロンイオンイメージセンサウ
エハの製作

児島昌樹 平成29年10月19日
東京都品川区
日本ケミコン(株)

随意契約 2,935,440 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

電子ｼﾞｬｰﾅﾙ利用 SpringerLINK 児島昌樹 平成29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 3,740,328 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

日立集束イオン／電子ビーム加工観察装
置　NB5000移設

児島昌樹 平成29年12月12日
愛知県名古屋市
(株)日立ハイテクフィールディング
中部支社

随意契約 3,888,000 0
本契約については，同社のみが作業を行え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

ガス供給設備定期点検 児島昌樹 平成29年12月14日
愛知県東海市
(株)巴商会　名古屋営業所

随意契約 2,602,800 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

２ミクロンセンサ用マウス作製 児島昌樹 平成30年1月9日
東京都品川区
日本ケミコン(株)

随意契約 12,322,800 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

広告掲載料：シンポジウム採録 児島昌樹 平成30年2月1日
東京都中央区
廣告社(株)名古屋支社

随意契約 7,020,000 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
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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

日立集束イオン／電子ビーム加工観察装
置SE-Tip交換作業

児島昌樹 平成30年2月1日
愛知県名古屋市
(株)日立ハイテクフィールディング

随意契約 2,139,480 0
本契約については，同社のみが作業を行え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

ISFET24イオンイメージセンサ用評価装置
の設計

児島昌樹 平成30年2月15日
東京都品川区
日本ケミコン(株)

随意契約 14,999,904 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

サーボプレス 児島昌樹 平成30年2月16日
神奈川県伊勢原市
(株)アマダマシンツール

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

イオンイメージセンサ計測アプリ開発 児島昌樹 平成30年2月19日
東京都品川区
日本ケミコン(株)

随意契約 4,999,860 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

教務情報システムカスタマイズ 児島昌樹 平成30年2月26日
東京都江東区
ＳＣＳＫ(株)

随意契約 2,376,000 0
本契約については，契約の相手方が代理店をとおさず直接実施し
ている業務であり，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。

役務

新型ＶＬＳ装置導入準備調査及び立案 児島昌樹 平成30年2月27日
東京都千代田区
(社)日本電子デバイス産業協会

随意契約 3,974,400 0
本契約については，同社のみが業務を行え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

（　）の金額は，年間見込金額
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