
公共工事　一般競争入札 2021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

ライフライン再生（電気設備）工事 角田範義 2020年6月19日
愛知県豊川市
（株）アンデン

一般競争 20,130,000 0 工事

ﾗｲﾌﾗｲﾝ再生(排水設備)工事 角田範義 2020年7月1日
愛知県名古屋市
中日コプロ(株)

一般競争 66,000,000 0 工事

Ａ棟108室等換気設備取設工事 角田範義 2020年8月1日
愛知県豊橋市
(株)中部技術サービス

一般競争 7,000,000 0 工事

総合研究棟(B棟)改修(Ⅰ期)工事 角田範義 2020年9月14日
静岡県浜松市
(株)原田総合計画

一般競争 192,984,000 0 工事

総合研究棟(B棟)改修(Ⅰ期)電気設備工事 角田範義 2020年9月14日
愛知県豊川市
（株）アンデン

一般競争 73,700,000 0 工事

総合研究棟(B棟)改修(Ⅰ期)機械設備工事 角田範義 2020年9月14日
愛知県豊橋市
(株)丸正

一般競争 108,900,000 0 工事

ﾗｲﾌﾗｲﾝ再生(給水設備)工事 角田範義 2020年9月17日
愛知県豊橋市
(株)鈴国設備工業

一般競争 34,760,000 0 工事

D1棟等便所改修電気設備工事 角田範義 2020年9月25日
愛知県田原市
(株)サイテックス

一般競争 3,410,000 0 工事

D1棟等便所改修工事 角田範義 2020年9月25日
静岡県浜松市
(株)原田総合計画

一般競争 16,720,000 0 工事

D1棟等便所改修機械設備工事 角田範義 2020年9月29日
愛知県田原市
(株)天野ポンプ

一般競争 16,747,500 0 工事

学生寄宿舎E棟103室等改修機械設備工事 角田範義 2020年9月29日
愛知県豊橋市
旭水道(株)

一般競争 7,425,000 0 工事

学生寄宿舎E棟103室等改修工事 角田範義 2020年9月29日
静岡県浜松市
(株)原田総合計画

一般競争 11,000,000 0 工事

G棟外壁改修工事 角田範義 2020年10月13日
静岡県浜松市
(株)原田総合計画

一般競争 39,347,000 0 工事

情報ﾒﾃﾞｨｱ基盤ｾﾝﾀｰ等空調設備改修工事 角田範義 2020年12月9日
愛知県豊橋市
旭水道(株)

一般競争 16,665,000 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
への再就職

人数
随意契約とした理由 種類

ｳﾞｨﾚｯｼﾞ天伯保証延長工事 角田範義 2020年4月7日
愛知県名古屋市
大和ハウスリフォーム(株)中部支店

随意契約 2,500,000 0
本契約については，保証延長工事という性質上，当該業者に
よる工事が必須のため，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。

工事

総合研究棟(B棟)(Ⅰ期)移転先改修工事 角田範義 2020年7月8日
愛知県豊川市
(株)柘植建設

随意契約 6,479,000 0

本契約については，工事の計画変更許可の遅延により一般競
争に付した場合，本体改修工事の執行に支障を来すため，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２号
を適用。

工事

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

生活廃水処理施設保守管理業務 児島昌樹 2019年9月17日
愛知県名古屋市
(株)クリタス

一般競争 (7,816,789) 0 役務

電子ジャーナルWiley Online Libraryの利用 児島昌樹 2019年10月9日
愛知県名古屋市
(株)紀伊國屋書店中部営業部

一般競争 5,744,000 0 役務

Springer Materials の利用 児島昌樹 2019年11月29日
愛知県名古屋市
丸善雄松堂(株)名古屋支店

一般競争 1,963,360 0 役務

建物清掃請負業務 児島昌樹 2020年1月31日
愛知県名古屋市
ｺﾆｯｸｽ(株)

一般競争 (21,233,708) 0 役務

学生一般定期健康診断 児島昌樹 2020年2月20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 5,034,150 0 役務

職員分：一般定期・特殊健康診断 角田範義 2020年2月20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 4,505,820 0 役務

ＰＰＣ用紙 児島昌樹 2020年2月26日
愛知県豊橋市
(株)イクモ

一般競争 (2,185,304) 0 物品

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄｿﾌﾄｳｪｱ包括ﾗｲｾﾝｽ 児島昌樹 2020年3月10日
愛知県名古屋市
(株)フューチャーイン

一般競争 7,271,062 0 物品

液体窒素　99.999％以上 児島昌樹 2020年3月10日
愛知県豊橋市
三洋商事(株)

一般競争 (6,996,000) 0 物品



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

英語学習支援業務 児島昌樹 2020年3月11日
東京都千代田区
(株)アルク

一般競争 (9,372,000) 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 2020年3月13日
東京都港区
(株)テクノプロ

一般競争 (7,887,000) 0 役務

ゴミ収集・運搬・処理業務 児島昌樹 2020年3月17日
愛知県豊橋市
(有)東商会

一般競争 (3,762,000) 0 役務

設備保全・警備業務 児島昌樹 2020年3月19日
愛知県名古屋市
コニックス(株)

一般競争 (117,390,680) 0 役務

Web of Science　の利用 角田範義 2020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 9,679,000 0 役務

研究評価ツール(InCites)の利用 角田範義 2020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 3,657,000 0 役務

ヘテロナノ組織評価システム 角田範義 2020年4月14日
神奈川県横浜市
ブルカージャパン(株)

一般競争 14,999,600 0 物品

データサイエンス教育用情報システム 角田範義 2020年4月27日
愛知県名古屋市
(株)日立製作所中部支社

一般競争 28,930,000 0 物品

総合研究棟(B棟)改修(Ⅰ期)設備設計業務 角田範義 2020年4月27日
新潟県新潟市
(有)オヤマツ設計事務所

一般競争 5,500,000 0 役務

総合研究棟(B棟)改修(Ⅰ期)設計業務 角田範義 2020年4月30日
東京都渋谷区
(株)小笠原設計東京事務所

一般競争 8,800,000 0 役務

作業環境測定業務 角田範義 2020年7月14日
愛知県豊橋市
(株)イズミテック

一般競争 (3,971,000) 0 役務

データサイエンス教育用情報システム運用業務 角田範義 2020年9月9日
愛知県名古屋市
(株)日立製作所中部支社

一般競争 12,724,800 0 役務

改修工事に伴う物品移設業務 角田範義 2020年10月1日
愛知県名古屋市
セイノー引越(株)名古屋支店

一般競争 9,570,000 0 役務

イオンイメージセンサ計測装置 角田範義 2020年10月19日
愛知県稲沢市
東朋テクノロジー(株)

一般競争 9,020,000 0 物品

ゼータ電位測定システム 角田範義 2020年10月30日
愛知県豊川市
オザワ科学(株)豊川営業所

一般競争 9,328,000 0 物品

イオンイメージセンサ計測装置 角田範義 2020年10月30日
愛知県名古屋市
東朋テクノロジー(株)

一般競争 13,530,000 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

ＡＩＰ電子ジャーナルの利用 児島昌樹 2019年10月7日
愛知県名古屋市
(株)紀伊國屋書店中部営業部

随意契約 2,734,358 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

電子ジャーナルSpringerLink&Natureの利用 児島昌樹 2019年11月11日
ドイツ国ハイデルベルグ
Springer Nature Customer
Service Center GmbH

随意契約 4,079,099 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

Scopus　の利用 児島昌樹 2020年2月21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 4,333,374 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 2020年3月3日
東京都文京区
(社)化学情報協会

随意契約 4,171,380 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

人事給与システム保守 児島昌樹 2020年3月3日
東京都品川区
(株)日進サイエンティア

随意契約 2,722,500 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

Science Direct　の利用 児島昌樹 2020年3月5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 16,993,384 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

2020年度国立大学法人総合損害保険 児島昌樹 2020年3月18日
東京都千代田区
(社)国立大学協会

随意契約 2,279,030 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

電子ビーム描画装置保守 角田範義 2020年4月1日
愛知県名古屋市
日本電子(株)名古屋支店

随意契約 5,830,000
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

基板情報システムセキュリティサーバ構築 角田範義 2020年4月21日
愛知県名古屋市
(株)日立製作所中部支社

随意契約 2,920,720 0

本契約については，システム本体を管理している同社のみが
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

タブレットパソコン 角田範義 2020年4月23日
愛知県名古屋市
アプライド(株)

随意契約 8,803,080 0

本調達物品は，オンライン授業に早期に対応するため，一般
競争に付す期間がなく，また社会全体で品薄の状態のなか納
期に間に合う業者に限られたため，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２号を適用。

物品

タブレットパソコン 角田範義 2020年4月27日
愛知県名古屋市
アプライド(株)

随意契約 7,618,050 0

本調達物品は，オンライン授業に早期に対応するため，一般
競争に付す期間がなく，また社会全体で品薄の状態のなか納
期に間に合う業者に限られたため，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２号を適用。

物品



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

モバイルルーター借料 角田範義 2020年4月28日
愛知県名古屋市
アプライド(株)

随意契約 4,999,500 0

本契約は，オンライン授業に早期に対応するため，一般競争
に付す期間がなく，また社会全体で需要過多となっており本
学の需要を早期に満たす業者に限られたため，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２号を適用。

役務

タブレットパソコン 角田範義 2020年5月7日
愛知県豊橋市
(株)フューチャーイン豊橋営業所

随意契約 7,342,500 0

本調達物品は，オンライン授業に早期に対応するため，一般
競争に付す期間がなく，また社会全体で品薄の状態のなか納
期に間に合う業者に限られたため，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２号を適用。

物品

モバイルルーター借料 角田範義 2020年5月8日
愛知県名古屋市
アプライド(株)

随意契約 5,189,600 0

本契約は，オンライン授業に早期に対応するため，一般競争
に付す期間がなく，また社会全体で需要過多となっており本
学の需要を早期に満たす業者に限られたため，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２号を適用。

役務

蒸着源マウントドアセット 角田範義 2020年5月15日
東京都昭島市
アリオス(株)

随意契約 9,955,000 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

先進プローブデータ構造化処理 角田範義 2020年5月18日
愛知県豊橋市
ジャパン・トウエンティワン(株)

随意契約 (5,426,850) 0

本調達物品については，機密情報保持契約に基づき処理をす
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。

役務

上空画像と日射量とが観察できる小型デバイス
の設計仕様書作成

角田範義 2020年5月21日
愛知県豊橋市
(株)エイム

随意契約 4,950,000 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。

役務

ワーク回転テーブル・キャリアセット 角田範義 2020年5月26日
東京都昭島市
アリオス(株)

随意契約 7,755,000 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

高精度イオンイメージセンサの設計 角田範義 2020年5月29日
東京都渋谷区
日本システムウェア(株)

随意契約 5,500,000 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

ISFET27高精度イオンイメージセンサのウェ
ハ製作

角田範義 2020年6月9日
静岡県浜松市
浜松ホトニクス(株)

随意契約 7,150,000 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

球体チャンバ・高周波スッパタ装置 角田範義 2020年7月31日
愛知県名古屋市
(株)ノイエス

随意契約 8,999,100 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

高性能ワイヤカット放電加工機 角田範義 2020年8月26日
愛知県名古屋市
関東物産(株)中部営業所

随意契約 8,976,000 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：2020年度）

角田範義 2020年8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

電気化学測定システム 角田範義 2020年9月1日
東京都中央区
(株)東陽テクニカ

随意契約 6,864,000 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

水素漏洩検知器付き燃料電池評価装置 角田範義 2020年9月1日
東京都中央区
(株)東陽テクニカ

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号を適用。

物品

レーザー発振器 角田範義 2020年9月8日
東京都台東区
ハイソル(株)

随意契約 9,086,000 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

TOEIC　IPテスト 角田範義 2020年9月9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 4,402,080 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

フリップチップ・ダイボンダー 角田範義 2020年9月9日
東京都台東区
ハイソル(株)

随意契約 6,985,000 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

デジタルマイクロスコープ 角田範義 2020年10月14日
大阪府大阪市
(株)キーエンス

随意契約 9,878,000 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WEB企業説明会2021 角田範義 2020年11月4日
愛知県名古屋市
(株)ディスコ名古屋支社

随意契約 9,156,400 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

EyeLink Portable Duo 角田範義 2020年12月17日
東京都港区
ゼロシーセブン(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号を適用。

物品

インピーダンスアナライザー 角田範義 2021年1月15日
東京都目黒区
北斗電工(株)

随意契約 5,170,000 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号を適用。

物品

バキューム型グローブボックス　外 角田範義 2021年1月15日
茨城県守谷市
(株)ＵＮＩＣＯ

随意契約 6,952,550 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

全自動多目的Ｘ線回折装置 角田範義 2021年1月15日
愛知県名古屋市
(株)リガク名古屋営業所

随意契約 9,988,000 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

（　）の金額は，年間見込金額


