
平成31年2月分 平成31年3月25日

円

茨城大学工学部構内環境整備（舗装等）工事（設計変
更）

国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H31.2.15
茨城県日立市桜川町2-12-12
（株）飯島土建

随意契約 6,480,000
会計規則第３５条第１項及び契約事務取扱規定第３９条
第１項第１号の「契約の性質又は、目的が競争を許さない
場合」に該当

　　契　　　約　　　一　　　覧　　　表

物品等又は役務の名称及び数量
契約者の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約年月日 相手方の住所及び氏名 契 約 方 式 契 約 金 額 随意契約によった場合は随意契約によることとした理由 備　　考



平成31年1月分 平成31年2月25日

円

茨城大学（阿見町）総合研究棟（農学系）新営工事（設
計変更）

国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H31.1.18
茨城県つくば市要244-24
パルつくば（株）

随意契約 33,480,000
会計規則第３５条第１項及び契約事務取扱規定第３９条
第１項第１号の「契約の性質又は、目的が競争を許さない
場合」に該当

茨城大学（阿見町）総合研究棟（農学系）新営機械設備
工事（設計変更）

国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H31.1.24
茨城県水戸市白梅12-7
五建工業（株）茨城営業所

随意契約 6,480,000
会計規則第３５条第１項及び契約事務取扱規定第３９条
第１項第１号の「契約の性質又は、目的が競争を許さない
場合」に該当

　　契　　　約　　　一　　　覧　　　表

物品等又は役務の名称及び数量
契約者の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約年月日 相手方の住所及び氏名 契 約 方 式 契 約 金 額 随意契約によった場合は随意契約によることとした理由 備　　考



平成30年12月分 平成31年1月24日

円

ｷｬﾝﾊﾟｽ間接続用通信回線　一式
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.12.5
東京都台東区浅草橋1-22-16
ｴｲﾁ･ｼｰ･ﾈｯﾄﾜｰｸｽ(株)

一般競争 15,811,200

ドラフトチャンバー　一式
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.12.21
茨城県つくば市天久保1-17-5
アドバンテック東洋(株)筑波営業所

一般競争 6,571,800 ・ドラフトチャンバー　一式×6,571,800円

実験台　一式
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.12.21
茨城県つくば市天久保1-17-5
アドバンテック東洋(株)筑波営業所

一般競争 16,723,800

・中央実験台（流し付）　4台×376,952円
・中央実験台　4台×302,252円
・中央実験台（流し付）　12台×394,224円
・中央実験台（流し付）　6台×314,774円
・サイド実験台　10台×89,812円
・サイド実験台　1台×107,947円
・サイド実験台　1台×118,742円
・サイド実験台　1台×69,519円
・サイド実験台　2台×107,947円
・サイド流し台　2台×164,814円
・サイド実験台　1台×129,968円
・ステンレス作業台　6台×105,788円
・サイド実験台　8台×86,790円
・サイド実験台　3台×133,855円
・流し台（給湯機付き）　4台×288,910円
・流し台　1台×137,741円
・流し台　1台×93,699円
・流し台　2台×154,279円
・流し台　2台×111,401円
・運送費　332,478円
・搬入費　259,074円
・据付費　388,610円
・電気設備工事　284,981円
・給排水設備工事　321,683円
・都市ガス設備工事　112,265円
・諸経費　169,693円

電子ジャーナルA.A.P.G. bulletin　の利用　外30件
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.12.21
水戸市南町3-4-57
（株）紀伊國屋書店 随意契約 7,951,292

会計規則第３５条第１項及び契約事務取扱規定第３９条
第１項第１号の「契約の性質又は、目的が競争を許さない
場合」に該当

フードイノベーション棟・多目的講義室　視聴覚機器　一式
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.12.26
茨城県水戸市城南3-6-3
東通産業(株)茨城支店

一般競争 9,498,600
・フードイノベーション棟・多目的講義室　視
聴覚機器　一式×9,498,600円

リードアウトゲートモジュール　外
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.12.26
神奈川県川崎市宮前区宮前平3-9-
12
(株)豊伸電子

随意契約 6,899,256
会計規則第３５条第１項及び契約事務取扱規定第３９条
第１項第１号の「契約の性質又は、目的が競争を許さない
場合」に該当

・リードアウトゲートモジュール　1個×
386,856円
・２次元エンコーダ　3個×923,400円
・SiTCP付　リードアウトモジュール　5個×
748,440円

　　契　　　約　　　一　　　覧　　　表

物品等又は役務の名称及び数量
契約者の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約年月日 相手方の住所及び氏名 契 約 方 式 契 約 金 額 随意契約によった場合は随意契約によることとした理由 備　　考



平成30年11月分 平成30年12月26日

円

該当なし
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

　　契　　　約　　　一　　　覧　　　表

物品等又は役務の名称及び数量
契約者の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約年月日 相手方の住所及び氏名 契 約 方 式 契 約 金 額 随意契約によった場合は随意契約によることとした理由 備　　考



平成30年10月分 平成30年11月21日

円

茨城大学（阿見町他）基幹・環境整備（給水設備等）工
事

国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.10.3
茨城県ひたちなか市後台454-5
(株)大成設備工業

一般競争 81,756,000                          -

　　契　　　約　　　一　　　覧　　　表

物品等又は役務の名称及び数量
契約者の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約年月日 相手方の住所及び氏名 契 約 方 式 契 約 金 額 随意契約によった場合は随意契約によることとした理由 備　　考



平成30年9月分 平成30年10月25日

円

茨城大学（中成沢）N5棟空調設備改修工事
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.9.6
茨城県水戸市白梅3-12-7
五建工業(株)

一般競争 23,652,000                          -

茨城大学教育学部附属学校園の管理業務
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-2

H30.9.25
茨城県水戸市袴塚2-4-46
(株)アビック

一般競争 42,107,040                          -

茨城大学教育学部附属学校校内警備業務
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-3

H30.9.25
茨城県水戸市青柳町4658-1
(株)ジェイエスケイ

一般競争 (17,222,034)                          -

茨城大学水戸地区他ＧＨＰ空調機保全業務
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.9.26
東京都渋谷区松涛2-15-13
（株）デンソーセールス

一般競争 10,389,600                          -

　　契　　　約　　　一　　　覧　　　表

物品等又は役務の名称及び数量
契約者の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約年月日 相手方の住所及び氏名 契 約 方 式 契 約 金 額 随意契約によった場合は随意契約によることとした理由 備　　考



平成30年8月分 平成30年9月25日

円

交流消磁装置および人工磁化着磁装置
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.8.31
千葉県松戸市新松戸1-493-1105
ステインズ（株）

随意契約 7,527,600
会計規則第３５条第１項及び契約事務取扱規程第３９条第１項第１号の「契約の
性質又は、目的が競争を許さない場合」に該当

・交流消磁装置　1
台×4,600,000円
・人工磁化着磁装
置　1台×2,000,000
円
・輸送及び諸経費
370,000円

AV400M型NMR装置移設作業
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.8.31
神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-9
ﾌﾞﾙｶｰｼﾞｬﾊﾟﾝ（株）

随意契約 6,674,400
会計規則第３５条第１項及び契約事務取扱規程第３９条第１項第１号の「契約の
性質又は、目的が競争を許さない場合」に該当

                         -

　　契　　　約　　　一　　　覧　　　表

物品等又は役務の名称及び数量
契約者の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約年月日 相手方の住所及び氏名 契 約 方 式 契 約 金 額 随意契約によった場合は随意契約によることとした理由 備　　考



平成30年7月分 平成30年8月22日

円

茨城大学工学部構内環境整備（舗装等）工事
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.7.5
茨城県日立市桜川町2-12-12
(株)飯島土建

一般競争 59,184,000                          -

人事給与統合システム　U-PDS　Ver.6（バー
ジョンアップ）　一式

国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.7.9
東京都品川区南大井6-26-2
（株）日進サイエンティア

随意契約 7,862,400
会計規則第３５条第１項及び契約事務取扱規定第３９条第１項第１号の「契約の
性質又は、目的が競争を許さない場合」に該当

                         -

T0チョッパーメンテナンス
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.7.17
茨城県那珂郡東海村村松字平原
3129-45
日本アドバンストテクノロジー（株）

随意契約 5,292,000
会計規則第３５条第１項及び契約事務取扱規定第３９条第１項第１号の「契約の
性質又は、目的が競争を許さない場合」に該当

                         -

会計監査業務
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.7.20
東京都新宿区津久戸町2-1-1
有限責任　あずさ監査法人

随意契約 9,817,200
会計規則第３５条第１項及び契約事務取扱規定第３９条第１項第１号の「契約の
性質又は、目的が競争を許さない場合」に該当

                         -

　　契　　　約　　　一　　　覧　　　表

物品等又は役務の名称及び数量
契約者の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約年月日 相手方の住所及び氏名 契 約 方 式 契 約 金 額 随意契約によった場合は随意契約によることとした理由 備　　考



平成30年6月分 平成30年7月24日

円

マイクロソフトオフィス包括ライセンス（ESS)の供
給契約

国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.6.4
埼玉県さいたま市中央区上落合8-1-
19
（株）大塚商会

一般競争 10,601,966                          -

TOEIC Listening & Reading IPテスト実施業務委
託

国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.6.7
東京都千代田区永田町2-14-2
(一財)国際ビジネスコミュニケーション
協会

随意契約 (6,657,000 )
会計規程第３５条第１項及び契約事務取扱細則第３９条第１項第１号の「契約の
性質又は、目的が競争を許さない場合」に該当

                         -

茨城大学水戸地区他変電設備その他保全業務
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.6.21
東京都港区芝浦4-13-23
(財)関東電気保安協会

一般競争 11,340,000                          -

茨城大学水戸地区ゴミ収集運搬処分請負業務
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.6.22
茨城県水戸市渡里町1296-3
久賀谷商会

一般競争 (9,266,400 )                          -

茨城大学日立地区ゴミ収集運搬処分請負業務
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.6.22
茨城県日立市東成沢町3-4-11
相馬商店　相馬　一夫

一般競争 (7,298,553 )                          -

石英斑晶を用いたマグマ滞留時間の定量デー
タ購入

国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.6.28
2201 West End Ave, Nashville, TN
37235 アメリカ合衆国
ヴァンダービルト大学

随意契約 (7,143,472 )
会計規程第３５条第１項及び契約事務取扱細則第３９条第１項第１号の「契約の
性質又は、目的が競争を許さない場合」に該当

契約金額
63,781USD
1USD=112円で計
算。

　　契　　　約　　　一　　　覧　　　表

物品等又は役務の名称及び数量
契約者の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約年月日 相手方の住所及び氏名 契 約 方 式 契 約 金 額 随意契約によった場合は随意契約によることとした理由 備　　考



平成30年5月分 平成30年6月19日

円

フラットパネル光電子増倍管アレイ　外
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.5.22
静岡県浜松市東区市野町1126-1
浜松ホトニクス(株)

随意契約 8,500,140
会計規則第３５条第１項及び契約事務取扱規定第３９条第１項第１号の「契約の
性質又は、目的が競争を許さない場合」に該当

                         -

　　契　　　約　　　一　　　覧　　　表

物品等又は役務の名称及び数量
契約者の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約年月日 相手方の住所及び氏名 契 約 方 式 契 約 金 額 随意契約によった場合は随意契約によることとした理由 備　　考



平成30年4月分 平成30年5月21日

円

茨城大学（阿見町）総合研究棟（農学系）新営工
事

国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.4.6
茨城県つくば市竹園2-18-4
パルつくば㈱

一般競争
383,400,000                          -

茨城大学（阿見町）総合研究棟（農学系）新営機
械設備工事

国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.4.24
茨城県水戸市白梅3-12-7
五建工業㈱茨城営業所

一般競争
112,104,000                          -

茨城大学（阿見町）総合研究棟（農学系）新営電
気設備工事

国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.4.24
茨城県稲敷市結佐4416
平山電機㈱

一般競争
63,018,000                          -

　　契　　　約　　　一　　　覧　　　表

物品等又は役務の名称及び数量
契約者の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約年月日 相手方の住所及び氏名 契 約 方 式 契 約 金 額 随意契約によった場合は随意契約によることとした理由 備　　考



平成30年3月分 平成30年4月24日

円

一般事務労働者派遣業務（財務部）
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.3.6
茨城県つくば市竹園1-6-1
マンパワーグループ(株)つくば支店

一般競争 (6,711,124)                          -

茨城大学水戸地区構内他　警備業務及び建物
等解錠・施錠業務

国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.3.13
茨城県水戸市城南1-6-9
日新警備保障(株)

一般競争 51,840,000                          -

茨城大学五浦美術文化研究所施設管理・警備
業務

国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.3.13
茨城県水戸市城南1-6-9
日新警備保障(株)

一般競争 17,253,000                          -

茨城大学日立地区構内警備業務
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.3.13
茨城県水戸市米沢町522-1
東日本警備保障(株)

一般競争 19,440,000                          -

茨城大学阿見地区構内警備業務
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.3.13
茨城県龍ケ崎市佐貫3-11-14
(株)イー・アール

一般競争 13,422,736                          -

茨城大学教育学部附属小学校・中学校・特別
支援学校で使用する電気

国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.3.14
愛知県名古屋市西区則武新町4-3-
12
(株)みらい電力

一般競争 (10,680,625 )

 電力基本料金単価
1166.40円／kW
電力量料金単価
（夏季）
10.83円／kWh
電力量料金単価
（その他季）
10.83円／kWh

茨城大学学生寄宿舎(水哉寮・みずき寮)で使用
する電気

国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.3.14
滋賀県大津市月輪2-19-6
エネサーブ㈱

一般競争 (5,906,485 )

 電力基本料金単価
545.40円／kW
電力量料金単価
（夏季）
17.22円／kWh
電力量料金単価
（その他季）
16.08円／kWh

データベース　SciFinderの利用
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.3.22
東京都文京区本駒込6-25-4 中居ビ
ル
（一社）法人化学情報協会

随意契約 5,194,470
会計規則第３５条第１項及び契約事務取扱規程第３９条第１項第１号の「契約
の性質又は、目的が競争を許さない場合」に該当

                         -

教職員健康診断及び特殊健康診断
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.3.27
茨城県水戸市笠原町489
（一財）茨城県メディカルセンター

一般競争 19,875,958                          -

電子ジャーナルScienceDirectの利用
国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.3.28
オランダ王国アムステルダム市ラー
ダヴェヒ29
エルゼビア・ビー・ブィ

随意契約 38,887,761
会計規則第３５条第１項及び契約事務取扱規程第３９条第１項第１号の「契約
の性質又は、目的が競争を許さない場合」に該当

                         -

茨城大学水戸地区その他校舎等消防用設備
保全業務

国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.3.29
茨城県水戸市袴塚2-4-46
㈱アビック

一般競争 9,817,200                          -

茨城大学水戸地区その他自家用電気工作物
保安管理業務

国立大学法人茨城大学長
三村　信男
茨城県水戸市文京2-1-1

H30.3.29
茨城県水戸市元石川町822-1
㈱電気管理協会

一般競争 12,420,000                          -

　　契　　　約　　　一　　　覧　　　表

物品等又は役務の名称及び数量
契約者の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約年月日 相手方の住所及び氏名 契 約 方 式 契 約 金 額 随意契約によった場合は随意契約によることとした理由 備　　考


