
公共工事　一般競争入札 2020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

基幹･環境整備(特高受変電設備)(電気設備)工事 児島昌樹 2018年12月4日
愛知県名古屋市
(株)明電舎　中部支社

一般競争 171,194,000 0 工事

基幹･環境整備(特高受変電設備)支障建物撤去工
事

児島昌樹 2019年5月8日
愛知県名古屋市
(有)カワグチ

一般競争 18,360,000 0 工事

基幹･環境整備(特高受変電設備)(建築)工事 児島昌樹 2019年7月10日
静岡県浜松市
(株)原田総合計画

一般競争 47,866,000 0 工事

学生寄宿舎E棟105室等改修機械設備工事 児島昌樹 2019年7月12日
愛知県豊橋市
旭水道(株)

一般競争 7,238,000 0 工事

学生寄宿舎E棟105室等改修工事 児島昌樹 2019年7月17日
静岡県浜松市
(株)原田総合計画

一般競争 10,560,000 0 工事

基幹･環境整備(特高受変電設備)(建築)工事(前払
金)

児島昌樹 2019年7月17日
静岡県浜松市
(株)原田総合計画

一般競争 27,000,000 0 工事

A棟等外壁ｻｲﾝ塗装工事 児島昌樹 2019年7月22日
愛知県豊橋市
(株)東海工事

一般競争 4,320,000 0 工事

B棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ(B-1号機)改修工事(前払金) 児島昌樹 2019年7月25日
愛知県名古屋市
日本オーチス・エレベータ(株)

一般競争 7,260,000 0 工事

B棟ｴﾚﾍﾞｰﾀ(B-1号機)改修工事 児島昌樹 2019年7月25日
愛知県名古屋市
日本オーチス・エレベータ(株)中部支店

一般競争 10,890,000 0 工事

自然ｴﾈﾙｷﾞｰ実験棟等防水改修工事(前払金) 児島昌樹 2019年8月23日
愛知県豊橋市
(株)東海工事

一般競争 7,580,000 0 工事

自然ｴﾈﾙｷﾞｰ実験棟等防水改修工事 児島昌樹 2019年8月23日
愛知県豊橋市
(株)東海工事

一般競争 11,725,000 0 工事

総合研究棟(B1,B3棟等)改修工事(前払金) 児島昌樹 2019年8月23日
愛知県名古屋市
鹿島道路(株)中部支店

一般競争 106,000,000 0 工事

総合研究棟(B1,B3棟等)改修工事 児島昌樹 2019年8月23日
愛知県名古屋市
鹿島道路(株)中部支店

一般競争 183,465,000 0 工事

総合研究棟(B1,B3棟等)改修電気設備工事 児島昌樹 2019年8月27日 (株)弘電社　名古屋支店 一般競争 88,002,200 0 工事

総合研究棟(B1,B3棟等)機械設備撤去工事 児島昌樹 2019年9月10日
愛知県豊橋市
(株)丸正

一般競争 46,585,000 0 工事

F棟201室等空調設備改修工事 児島昌樹 2019年9月24日
愛知県豊橋市
旭水道(株)

一般競争 28,710,000 0 工事

総合研究棟(B1,B3棟等)改修機械設備工事 児島昌樹 2019年10月16日
愛知県豊橋市
(株)丸正

一般競争 173,965,000 0 工事

弓道場新営工事(前払金) 児島昌樹 2019年10月28日
静岡県浜松市
(株)原田総合計画

一般競争 9,800,000 0 工事

弓道場新営工事 児島昌樹 2019年10月28日
静岡県浜松市
(株)原田総合計画

一般競争 14,840,000 0 工事

自然ｴﾈﾙｷﾞｰ実験棟便所改修工事 児島昌樹 2019年11月15日
静岡県浜松市
(株)原田総合計画

一般競争 4,499,500 0 工事

総合研究実験棟等外壁改修工事 児島昌樹 2019年11月15日
愛知県豊橋市
(株)東海工事

一般競争 9,438,000 0 工事
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大学研究費管理会計システム賃貸借 児島昌樹 2018年11月1日
愛知県名古屋市
(株)ニッセイコム中部支社

一般競争 (8,333,268) 0 役務

テンシロン 児島昌樹 2019年1月31日
愛知県豊橋市
遠藤科学(株)豊橋営業所

一般競争 7,992,000 0 物品
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ＩＣＰ発光分光分析装置 児島昌樹 2019年2月20日
愛知県豊川市
オザワ科学（株）豊川営業所

一般競争 7,992,000 0 物品

図書雑誌補修（カビ取り）作業 児島昌樹 2019年2月22日
愛知県名古屋市
ナカバヤシ(株)名古屋支店

一般競争 4,297,320 0 役務

液体窒素　99.999％以上 児島昌樹 2019年2月27日
愛知県豊橋市
三洋商事(株)

一般競争 (6,432,456) 0 物品

ＰＰＣ用紙 児島昌樹 2019年3月4日
愛知県豊橋市
(株)イクモ

一般競争 (2,351,038) 0 物品

教職員：一般定期健康診断及び特殊健康診断業
務

児島昌樹 2019年3月7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 3,512,592 0 役務

学生：一般定期健康診断及び特殊健康診断業務 児島昌樹 2019年3月7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 6,323,454 0 役務

認証基盤システム賃貸借 児島昌樹 2019年3月7日
愛知県名古屋市
(株)日立製作所中部支社

一般競争
2,310,174/月額
（169,327,198）

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 2019年3月13日
愛知県名古屋市
西日本電信電話(株)

一般競争 6,516,828 0 物品

環境・生命工学系沼野研究室研究員派遣業務 児島昌樹 2019年3月18日
東京都港区
(株)テクノプロ

一般競争 (9,041,900) 0 役務

電気・電子工学系河野研究室研究員派遣業務 児島昌樹 2019年3月18日
東京都港区
(株)テクノプロ

一般競争 (7,750,200) 0 役務

英語学習支援業務 児島昌樹 2019年3月25日
東京都千代田区
(株)アルク

一般競争 (9,286,000) 0 役務

産業廃棄物収集運搬・処理業務 児島昌樹 2019年3月25日
愛知県豊橋市
(株)明輝クリーナー

一般競争 (9,048,000) 0 役務

日本語学習支援業務 児島昌樹 2019年3月25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 児島昌樹 2019年3月26日
愛知県名古屋市
（株）日立製作所

一般競争 17,306,635 0 役務

研究評価ツール(InCites)の利用 児島昌樹 2019年4月1日
愛知県名古屋市
(株)紀伊國屋書店中部営業部

一般競争 2,880,081 0 役務

Web of Science　の利用 児島昌樹 2019年4月1日
愛知県名古屋市
(株)紀伊國屋書店中部営業部

一般競争 11,599,236 0 役務

３Ｄプリンター保守業務
（2019.4.1～2020.3.31）

児島昌樹 2019年4月1日
愛知県豊川市
大宝産業(株)

一般競争
3,200,000

（消費税含まない）
0 役務

総合研究棟(B1､B3棟等)改修設計業務(前払金) 児島昌樹 2019年4月25日
東京都渋谷区
(株)小笠原設計

一般競争 4,536,000 0 役務

総合研究棟(B1､B3棟等)改修設計業務 児島昌樹 2019年4月25日
東京都渋谷区
(株)小笠原設計　東京事務所

一般競争 10,584,000 0 役務

総合研究棟(B1､B3棟等)改修設備設計業務 児島昌樹 2019年5月7日
愛知県名古屋市
(株)ミューパートナーズ

一般競争 10,575,360 0 役務

教育研究用情報システム 児島昌樹 2019年5月23日
愛知県名古屋市
(株)日立製作所中部支社

一般競争 186,351,948 0 物品

弓道場新営設計業務 児島昌樹 2019年6月4日
大阪府大阪市
ケイズアーキテクツ(有)

一般競争 2,420,000 0 役務

エネルギー分散型Ｘ線分析装置 児島昌樹 2019年6月20日
愛知県名古屋市
(株)日立ハイテクノロジーズ中部支店

一般競争 8,964,000 0 物品

作業環境測定業務 児島昌樹 2019年7月11日
愛知県豊橋市
(株)イズミテック

一般競争 (4,021,704) 0 役務

東駐車場東側高木枝打ち業務 児島昌樹 2019年8月5日
愛知県豊橋市
三河造園(株)

一般競争 3,240,000 0 役務

パルス電源 児島昌樹 2019年8月9日
東京都港区
(株)トリコ

一般競争 9,795,600 0 物品

教育研究用情報システム運用業務 児島昌樹 2019年8月23日
愛知県名古屋市
（株）日立製作所

一般競争 13,010,304 0 役務

改修工事に伴う理化学機器等物品移設 児島昌樹 2019年9月9日
宮城県黒川郡大和町
ブルームビルド(株)

一般競争 82,211,885 0 役務
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生活廃水処理施設保守管理業務委託 児島昌樹 2019年9月30日
愛知県名古屋市
(株)クリタス

一般競争
2,293,905

(6,240,648)
0 役務

生活廃水処理施設保守管理業務委託 児島昌樹 2019年9月30日
愛知県名古屋市
(株)クリタス

一般競争
21,597,840
(6,240,648)

0 役務

マイクロＬＥＤ転写装置 児島昌樹 2019年10月24日
静岡県静岡市
(株)三明

一般競争 9,900,000 0 物品

生活排水管調査業務 児島昌樹 2019年12月1日
愛知県名古屋市
中日コプロ(株)

一般競争 4,158,000 0 役務

中央実験台　外 児島昌樹 2019年12月23日
愛知県豊橋市
遠藤科学(株)豊橋営業所

一般競争 6,875,000 0 物品

ベクトルネットワークアナライザ 児島昌樹 2019年12月25日
愛知県名古屋市
日本電計(株)

一般競争 9,999,000 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
随意契約とした理由 種類

電子ジャーナルSpringerLink&Natureの利用 児島昌樹 2018年10月31日
ドイツ国ハイデルベルグ
Springer Nature Customer Service
Center GmbH

随意契約
3,905,960
(976,490)

(2,929,470)
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号を適用。

役務

SciFinder(Academic) による情報提供サービス 児島昌樹 2019年3月4日
東京都文京区
(社)化学情報協会

随意契約 3,953,910 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号を適用。

役務

先進的情報技術教育用コンピューターシステム保
守業務

児島昌樹 2019年3月8日
愛知県名古屋市
三谷商事（株）

随意契約 3,237,300 0

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号を適用。

役務

日本経済新聞外への採録掲載 児島昌樹 2019年3月11日
東京都新宿区
廣告社(株)

随意契約 3,996,000 0
本契約については，業者選定理由書のとお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号を適用。

役務

電子ビーム描画装置保守 児島昌樹 2019年3月13日
愛知県名古屋市
日本電子（株）

随意契約 5,777,000 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号を適用。

役務

平成31年度国立大学法人総合損害保険 児島昌樹 2019年3月18日
東京都千代田区
(社)国立大学協会

随意契約 2,327,830 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号を
適用。

役務

人事給与システム保守 児島昌樹 2019年3月18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号を適用。

役務

TOEIC Listening & Reading IP テスト 児島昌樹 2019年3月18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 3,270,705 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号を適用。

役務

福岡データセンター保守業務委託 児島昌樹 2019年3月25日
愛知県名古屋市
西日本電信電話（株）

随意契約 3,793,200 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号を適用。

役務

Scopus　の利用 児島昌樹 2019年4月1日
オランダ国アムステルダム
エルゼビア・ビー・ブイ

随意契約 4,127,023 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号を適用。

役務

Science Direct　の利用 児島昌樹 2019年4月1日
オランダ国アムステルダム
エルゼビア・ビー・ブイ

随意契約 16,708,442 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号を適用。

役務

平成31年度認証評価等手数料 児島昌樹 2019年4月17日
東京都小平市
大学改革支援・学位授与機構

随意契約 4,989,600 0
本契約については，同機構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４
１条第１項第１号を適用。

役務

Ｇｅ受光器構造加工 児島昌樹 2019年5月15日
神奈川県厚木市
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジー
(株)

随意契約 6,350,400 0
本調達物品については，機密情報保持契約に基づき製作をするも
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号を適用。

物品

大学紹介動画制作 児島昌樹 2019年5月16日
愛知県名古屋市
(株)ＴＡＯ

随意契約 5,795,900 0
本調達物品については，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号を適用。

物品

学生教育研究災害傷害保険 児島昌樹 2019年5月17日
東京都目黒区
(財)日本国際教育支援協会

随意契約 2,071,000 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号を
適用。

役務

プラズマンキット 児島昌樹 2019年5月30日
広島県東広島市
エス・エス・アロイ(株)

随意契約 7,051,000 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号を適用。

物品

豊橋技術科学大学会計監査業務
（対象事業年度：2019年度）

児島昌樹 2019年7月31日
東京都新宿区
有限責任あずさ監査法人

随意契約 5,197,500 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，競争が許
されないことから，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号を適用。

役務

令和元年度学内企業説明会業務 児島昌樹 2019年9月4日
愛知県名古屋市
(株)ディスコ名古屋支社

随意契約 7,153,355 0
本契約については，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号を適用。

役務

TOEIC　Listening　＆　Reading　IPテスト 児島昌樹 2019年9月18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 2,415,760 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号を適用。

役務

ガス供給設備定期点検 児島昌樹 2019年9月20日
愛知県東海市
(株)巴商会名古屋営業所

随意契約 3,025,000 0
本契約については，製造元である同社のみが高圧ガス保安法の基
準を満たす点検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号を適用。

役務

NMR装置プローブ修理 児島昌樹 2019年10月11日
神奈川県横浜市
ブルカージャパン(株)

随意契約 2,752,200 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号を適用。

役務
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ハンディプローブ三次元測定機 児島昌樹 2019年10月23日
大阪府大阪市
(株)キーエンス

随意契約 5,335,000 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号を適用。

物品

半導体デバイス・アナライザ 児島昌樹 2019年11月1日
東京都八王子市
キーサイト・テクノロジー(株)

随意契約 7,391,670 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号を適用。

物品

イオン注入装置修理 児島昌樹 2019年11月11日
京都府京都市
日新イオン機器(株)

随意契約 11,139,465 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号を適用。

役務

双腕ロボット 児島昌樹 2019年11月20日
東京都台東区
カワダロボティクス(株)

随意契約 9,757,000 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号を適用。

物品

ポータブル植物光合成解析システム 児島昌樹 2019年11月26日
東京都新宿区
メイワフォーシス(株)東京営業本部

随意契約 8,992,192 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号を適用。

物品

BlockFARM 児島昌樹 2019年11月27日
東京都豊島区
菱電商事（株）

随意契約 9,900,000 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号を適用。

物品

半導体デバイス・アナライザ 児島昌樹 2019年11月28日
東京都八王子市
キーサイト・テクノロジー(株)

随意契約 8,311,050 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号を適用。

物品

イオンイメージセンサ・チップ 児島昌樹 2019年12月2日
東京都渋谷区
日本システムウェア(株)

随意契約 5,940,000 0
本調達物品については，機密情報保持契約に基づき製作をするも
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号を適用。

物品

インピーダンスアナライザー 児島昌樹 2019年12月9日
東京都八王子市
キーサイト・テクノロジー(株)

随意契約 8,165,300 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号を適用。

物品

研究推進アドミニストレーションセンター研究内容
検索サイト制作

児島昌樹 2019年12月13日
愛知県岡崎市
（株）エー・シー・プラネット

随意契約 3,840,760 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号を適用。

役務

教育研究用情報システム研究用システム計算ノー
ド　追加

児島昌樹 2019年12月25日
愛知県名古屋市
（株）日立製作所 随意契約 8,316,880 0

本調達物品については，システムの構築業者しか知り得ない情報
をもとに製作をするものであり，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号を適用。

物品

電子式低圧インパクタ 児島昌樹 2019年12月26日
東京都新宿区
東京ダイレック（株）

随意契約 6,600,000 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号を適用。

物品

モービルアイ 児島昌樹 2020年1月6日
愛知県豊橋市
ジャパン・トウェンティワン(株)

随意契約 7,837,500 0
本調達物品については，機密情報保持契約に基づき製作をするも
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号を適用。

物品

教育研究用情報システム教育用システム機能拡張 児島昌樹 2020年1月20日
愛知県名古屋市
（株）日立製作所 随意契約 6,441,765 0

本調達物品については，システムの構築業者しか知り得ない情報
をもとに製作をするものであり，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号を適用。

物品

CNC工作機械　システム更新 児島昌樹 2020年1月29日
岐阜県可児市
オークマ（株）

随意契約 3,110,800 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号を適用。

役務

電子ブック2019年Springer  ebooks 児島昌樹 2020年2月21日
独　ハイデルベルグ
Springer Custmer Service Center

随意契約 5,040,017 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号を適用。

物品

研究力分析（両技術科学大学の研究領域把握） 児島昌樹 2020年3月3日
東京都港区
クラリベイト・アナリティクス・ジャパン
（株）

随意契約 2,200,000 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号を適用。

役務

（　）の金額は，年間見込金額
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