
公共工事　一般競争入札 平成31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

学生宿舎整備事業（宿舎第3段階） 児島昌樹 平成29年3月28日

愛知県豊橋市
大和ハウス工業(株)
愛知県名古屋市
大和リビング(株)東海支店
東京都千代田区
芙蓉総合リース(株)

一般競争 (301,532,772) 0 工事

A1棟空調設備改修工事 児島昌樹 平成30年6月14日
愛知県豊橋市
旭水道(株)

一般競争 24,840,000 0 工事

基幹･環境整備(特高受変電設備)(電気設備)工事 児島昌樹 平成30年12月4日
愛知県名古屋市
（株）明電舎

一般競争 284,040,000 0 工事

学生寄宿舎E棟107室等改修機械設備工事 児島昌樹 平成30年10月22日
愛知県豊橋市
(株)丸正

一般競争 6,912,000 0 工事

ﾍﾞﾝﾁｬｰ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ等防水改修工事 児島昌樹 平成30年10月10日
愛知県豊橋市
(株)東海工事

一般競争 12,420,000 0 工事

課外活動施設新営工事 児島昌樹 平成30年9月21日
静岡県浜松市
(株)原田総合計画

一般競争 16,200,000 0 工事

基幹・環境整備(排水処理施設)工事 児島昌樹 平成31年1月17日
東京都豊島区
(株)クリタス

一般競争 385,776,000 0 工事

国際交流会館A棟便所等改修工事 児島昌樹 平成31年1月17日
静岡県浜松市
(株)原田総合計画

一般競争 8,748,000 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
住所及び氏名

契約種別 契約金額（円）
契約相手方
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人数
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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

保守：キャンパスネットワークシステム 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 12,870,000 0 役務

設備保全・警備業務 児島昌樹 平成30年2月27日
愛知県名古屋市
コニックス(株)

一般競争 326,257,200 0 役務

高セキュリティ大学情報ネットワーク 児島昌樹 平成30年2月28日
愛知県名古屋市
西日本電信電話(株)

一般競争 127,224,000 0 役務

建物清掃請負業務 児島昌樹 平成30年3月9日
愛知県名古屋市
コニックス(株)

一般競争 (18,727,638) 0 役務

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄｿﾌﾄｳｪｱ包括ﾗｲｾﾝｽ 児島昌樹 平成30年3月15日
愛知県名古屋市
(株)フューチャーイン

一般競争 9,273,960 0 物品

一般定期及び特殊健康診断請負業務 児島昌樹 平成30年3月15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 9,713,412 0 役務

３Ｄプリンター保守業務 児島昌樹 平成30年3月16日
愛知県豊川市
大宝産業（株）

一般競争 3,024,000 0 役務

液体窒素　99.999％以上 児島昌樹 平成30年3月16日
愛知県豊橋市
三洋商事(株)

一般競争 (6,279,120) 0 物品

豊橋技術科学大学における英語学習支援業務 児島昌樹 平成30年3月22日
東京都千代田区
（株）アルク

一般競争 9,201,600 0 役務

豊橋技術科学大学における日本語学習支援業務 児島昌樹 平成30年3月22日
東京都千代田区
（株）アルク

一般競争 2,288,999 0 役務

広域連携教育研究用情報システム保守業務 児島昌樹 平成30年3月26日
愛知県名古屋市
(株)日立製作所　中部支社

一般競争 63,957,168 0 役務

データベース（Web of Science)の利用 児島昌樹 平成30年4月1日
東京都港区
ユサコ（株）

一般競争 11,867,882 0 役務

豊橋技術科学大学研究院派遣業務（環境・生命工
学系沼野研究室）

児島昌樹 平成30年5月1日
東京都港区
(株)テクノプロ

一般競争 (8,278,200) 0 役務

豊橋技術科学大学研究院派遣業務（電気・電子情
報工学系河野研究室）

児島昌樹 平成30年5月1日
東京都港区
(株)テクノプロ

一般競争 (7,095,600) 0 役務

基幹･環境整備(特高受変電設備)(建築)設計 児島昌樹 平成30年5月28日
大阪府大阪市
(株)阿波設計事務所

一般競争 2,839,320 0 役務
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熱拡散・熱伝導率測定システム 児島昌樹 平成30年6月28日
愛知県名古屋市
(株)カーク

一般競争 7,873,200 0 物品

作業環境測定業務 児島昌樹 平成30年7月12日
愛知県豊橋市
(株)イズミテック

一般競争 (4,061,200) 0 役務

高セキュリティ大学情報ネットワーク保守 児島昌樹 平成30年7月27日
愛知県名古屋市
西日本電信電話(株)東海事業本部

一般競争 151,394,400 0 役務

教育研究システム用ネットワーク保守 児島昌樹 平成30年8月9日
愛知県名古屋市
(株)日立製作所中部支社

一般競争 7,614,216 0 役務

高速カラー印刷機の賃貸借 児島昌樹 平成30年8月24日
愛知県名古屋市
日通商事(株)名古屋支店

一般競争 (5,670,000) 0 役務

磁気光学効果測定装置改造 児島昌樹 平成30年10月29日
東京都千代田区
ジャスコサポート(株)

一般競争 10,758,960 0 製造

電子ジャーナル：Wiley Online Library 児島昌樹 平成30年10月29日
愛知県名古屋市
(株)紀伊國屋書店中部営業部

一般競争 5,949,000 0 役務

基盤情報システム賃貸借：月額 児島昌樹 平成30年11月1日
愛知県名古屋市
(株)日立製作所中部支社

一般競争
6,184,890

（月額）
0 役務

３Ｄ顕微レーザーラマン分光装置 児島昌樹 平成30年11月29日
東京都江戸川区
(株)東京インスツルメンツ

一般競争 11,833,020 0 物品

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
備                                 考 種類

データベース（SciFinder(Academic)）の利用 児島昌樹 平成30年3月7日
東京都文京区
(社)化学情報協会

随意契約 3,831,310 0
本契約については，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

先進的情報技術教育用コンピュータシステム保守 児島昌樹 平成30年3月7日
愛知県名古屋市
三谷商事(株)中部支店

随意契約 3,207,600

本契約については，同社が継続的にメンテナンスを行い，中身を熟
知してい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

H30年度データセンター保守業務 児島昌樹 平成30年3月14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

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

大学研究費管理会計システムの保守 児島昌樹 平成30年3月23日
愛知県名古屋市
(株)ニッセイコム中部支社

随意契約 3,841,344 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

人事給与統合システム保守 児島昌樹 平成30年3月26日
東京都品川区
(株)日進サイエンティア

随意契約 2,673,000 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

Science Directの利用 児島昌樹 平成30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 16,364,904 0
本契約については，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 児島昌樹 平成30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 3,930,499 0
本契約については，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

平成30年度国立大学法人総合損害保険料 児島昌樹 平成30年4月1日
東京都千代田区
(社)国立大学協会

随意契約 2,314,340 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

TOEIC IPﾃｽﾄ受験料 児島昌樹 平成30年4月2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 2,702,520 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

JSM-6500F型電界放出形走査電子顕微鏡システ
ム更新作業

児島昌樹 平成30年4月17日
愛知県名古屋市
日本電子(株)名古屋支店

随意契約 2,298,434 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

マルチチャンネル電気化学測定システム 児島昌樹 平成30年5月8日
東京都中央区
(株)東陽テクニカ

随意契約 5,391,360 0

本調達物品については，契約の相手方が輸入総代理店として代理
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30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 2,075,000 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

ISFET24イオンイメージセンサ用評価装置製造委託 児島昌樹 平成30年5月25日
東京都品川区
日本ケミコン(株)

随意契約 9,246,096 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

基幹･環境設備(特高受変電設備)(電気設備)設計
業務

児島昌樹 平成30年6月15日
愛知県名古屋市
(株)ミューパートナーズ

随意契約 2,160,000 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（特高受変電設備）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

３Ｄ測定レーザー顕微鏡 児島昌樹 平成30年6月21日
愛知県豊橋市
遠藤科学（株）豊橋営業所

随意契約 8,999,964 0
本調達物品については，契約の相手方が本学における唯一の代
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

緊急保安装置エレメント交換 児島昌樹 平成30年8月9日
愛知県東海市
(株)巴商会

随意契約 2,268,000 0

本契約については，同社のみが特殊高圧ガスの取扱い，各装置間
の供給遮断の連動性やメンテナンス体制の確保等，全ての要件を
満たし請負することができる唯一の業者であることから，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30年度学内企業説明会業務 児島昌樹 平成30年8月30日
愛知県名古屋市
(株)ディスコ名古屋支社

随意契約 10,568,988 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
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TOEIC　IPテスト受験料 児島昌樹 平成30年10月1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 2,322,595 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

ポータブル型Ｘ線残留応力測定装置 児島昌樹 平成30年11月9日
静岡県浜松市
パルステック工業(株)

随意契約 9,995,400 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

LDモジュール 児島昌樹 平成30年12月4日
東京都八王子市
(株)東京精密

随意契約 7,999,560 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

透過電子顕微鏡JEM-1400型移設作業 児島昌樹 平成30年12月10日
東京都文京区
日京テクノス(株)

随意契約 3,636,364 0
本契約については，同社のみが移設を行える唯一の代理店業者で
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

レーザーヘッド 児島昌樹 平成30年12月25日
東京都八王子市
(株)東京精密

随意契約 9,899,280 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

日立集束イオン/電子ビーム加工観察装置ＬＭＩＳ
交換作業

児島昌樹 平成31年1月17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 2,150,280 0
本契約については，同社のみが代理店をとおさず直接請負すること
ができる唯一の業者であることから，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

パリレン蒸着装置 児島昌樹 平成31年2月21日
東京都八王子市
日本パリレン合同会社

随意契約 6,210,000 0

本調達物品については，契約の相手方が輸入総代理店として代理
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

（　）の金額は，年間見込金額
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