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ScienceDirect®の利用 三枝　広人 令和2年3月27日
オランダ王国アムステルダム市ラーダーヴェヒ29
エルゼビア・ビー･ブイ
ディレクター　ジーノ・ウッシ

随意契約 - 15,416,759円 -
サービス提供者が代理店等を介さず直接販売して
おり競争を許さないため、会計規則第29条第1項第
1号を適用

0人 情報図書課 期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日

三大学研究データ統合管理サーバシステム保守業務 三枝　広人 令和2年4月1日
北海道札幌市中央区南一条西6丁目15-1
兼松エレクトロニクス株式会社札幌支店
支店長　武藤　誠

一般競争 - 13,835,250円 - - - 財務課 期間：令和2年4月1日～令和7年3月31日

多機能キャンパスネットワークシステム　一式 三枝　広人 令和2年4月28日

（賃貸者）
東京都千代田区丸の内三丁目4番1号
株式会社JECC
専務取締役　依田　茂

（納入者）
東京都千代田区二番町3番地5
日商エレクトロニクス株式会社
代表取締役社長　寺西　清一

一般競争
（政府調達）

- 月額　2,183,280円 - - - 財務課 期間：令和2年11月1日～令和7年10月31日

北見市廃棄物処理施設環境調査業務 三枝　広人 令和2年5月29日
北海道苫小牧市豊川町2丁目1番2号
株式会社環境総合科学
代表取締役　一関　政志

一般競争 - 7,920,000円 - - - 財務課 期間：令和2年6月1日～令和3年3月31日

大気圧型グローブボックスシステム　（株）UNICO製　UL-
2000A‐KTMH　一式

三枝　広人 令和2年6月1日
茨城県守谷市緑2丁目25-10
株式会社UNICO
代表取締役　若生　哲史

随意契約 - 6,195,585円 -
物品供給者が代理店等を介さず直接販売しており
競争を許さないため、会計規則第29条第1項第1号
を適用

0人 財務課

監査契約 三枝　広人 令和2年7月1日

東京都千代田区有楽町1丁目1番2号
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員　板垣　博靖
指定有限責任社員　林　達郎

随意契約 - 5,940,000円 -

令和2年6月12日付け文部科学大臣通知「国立大
学法人における会計監査人の選任について」によ
り、本学の会計監査法人として契約相手方が選任
されたため、会計規則第29条第1項第1号を適用

0人 財務課 期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日

日高沖海底地形及び海底堆積物採取調査業務 三枝　広人 令和2年8月3日
東京都台東区台東4丁目28番11号
海洋エンジニアリング株式会社
取締役社長　鬼頭　毅

一般競争 - 7,128,000円 - - - 財務課 期間：令和2年9月12日～令和2年10月30日

総合防災実験システム　（株）丸東製作所製　HOBW-
1300-R　一式

三枝　広人 令和2年8月27日
北海道北見市卸町1丁目6番地2
大槻理化学株式会社　北見営業部
エリア統括マネージャー　我妻　直仁

随意契約
（政府調達）

- 78,540,000円 -
一般競争に応ずる入札がなかったため、政府調達
事務取扱要項第14条第1項第1号を適用

0人 財務課

北見工業大学特定建築物環境衛生管理、施設維持管理及
び暖房ボイラ運転監視等業務

三枝　広人 令和2年9月1日
北海道河東郡音更町南鈴蘭南2丁目4番地
鈴蘭ビルサービス株式会社
代表取締役　　坂本　夕樹

一般競争 - 20,097,000円 - - - 財務課 期間：令和2年10月1日～令和4年9月30日

リモートデスクトップ接続管理システム　一式 三枝　広人 令和2年9月8日
北海道札幌市中央区南1条西6丁目15-1
兼松エレクトロニクス株式会社
札幌支店長　武藤　誠

随意契約 - 5,907,000円 -
技術的理由による競争の不存在のため、会計規則
第29条第1項第1号を適用

0人 財務課

気象観測用ドローン「Meteodrone」を用いた大気調査業務 三枝　広人 令和2年9月10日

大阪府大阪市中央区城見1丁目2番27号
クリスタルタワー17階
日本気象株式会社
代表取締役　鈴木　正徳

一般競争 - 9,240,000円 - - - 財務課 期間：令和2年10月1日～令和3年3月31日

重油（ＪＩＳ１種） 　88ＫＬ 三枝　広人 令和2年10月27日
北海道旭川市住吉四条２丁目８番１３号
茂田石油株式会社
代表取締役　茂田　貴範

一般競争 -
１Kℓ当たり

58,740円
- - - 財務課 ○期間：令和2年11月1日～令和3年10月31日

重油（ＪＩＳ１種）　18ＫＬ 三枝　広人 令和2年10月27日
北海道旭川市住吉四条２丁目８番１３号
茂田石油株式会社
代表取締役　茂田　貴範

一般競争 -
１Kℓ当たり

64,240円
- - - 財務課 ○期間：令和2年11月1日～令和3年10月31日

シングル四重極MS検出器　米国 Waters Corporation製
ACQUITY Qda検出器　一式

三枝　広人 令和2年11月6日
北海道北見市卸町1丁目6番地2
大槻理化学株式会社北見営業部
エリア統括マネージャー　澤野　靖之

一般競争 - 7,260,000円 - - - 財務課

ウェアラブル呼吸代謝計測システム　伊国 COSMED社製
K5 一式

三枝　広人 令和2年12月3日
北海道北見市卸町1丁目6番地2
大槻理化学株式会社北見営業部
エリア統括マネージャー　澤野　靖之

一般競争 - 7,419,500円 - - - 財務課

電気探査装置　仏国IRIS Instruments社製
SYSCAL R1 PLUS Switch-48　一式

三枝　広人 令和2年12月14日
茨城県つくば市御幸が丘43番地
応用地質株式会社　計測システム事業部
事業部長　佐野　康

随意契約 - 8,845,100円 -
物品供給者が代理店等を介さず直接販売しており
競争を許さないため、会計規則第29条第1項第1号
を適用

0人 財務課

屋外用3Dレーザースキャナ
米国　GreenValley International社製　LiBackpack C50　一
式

三枝　広人 令和2年12月23日
北海道北見市卸町1丁目6番地2
大槻理化学株式会社北見営業部
エリア統括マネージャー　澤野　靖之

一般競争 - 5,610,000円 - - - 財務課

北見工業大学で使用する電気　一式 三枝　広人 令和2年12月24日

福岡県福岡市中央区薬院1丁目14番5号
MG薬院ビル
株式会社ホープ
代表取締役　時津　孝康

一般競争
（政府調達）

-

【本部・社会連携
推進センター】

・基本料金1ｋＷ
当たり630円

・使用電力量料金
1ｋＷ当たり16.25

円
【北苑寮】

・基本料金1ｋＷ
当たり630円

・使用電力量料金
1ｋＷ当たり16.20
円（平日）、15.20

円（休日）

- - - 財務課 ○期間：令和3年4月1日～令和5年3月31日

令和2年度　契約に係る情報の公表（物品・役務等）


