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ScienceDirect®の利用 三枝　広人 令和3年3月19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
（政府調達）

- 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3年4月1日～令和4年3月31日

ハイブリッドクラウド型キャンパスICT基盤システム（再リー
ス）

三枝　広人 令和3年4月23日

北海道札幌市中央区南1条西6丁目15-1
札幌あおばビル2階
兼松エレクトロニクス株式会社
札幌支店長　小泉　喜範

随意契約 - 22,200,340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 期間：令和3年10月1日～令和4年2月28日

北見市廃棄物処理施設環境調査業務 三枝　広人 令和3年5月24日
北海道北見市北上25番地91
環境コンサルタント株式会社北網支店
支店長　山口　泰司

一般競争 - 5,335,000円 - - - 財務課 期間：令和3年6月1日～令和4年3月31日

三大学法制執務支援システム統合業務 三枝　広人 令和3年6月4日
静岡県浜松市東区笠井新田町676
株式会社クレステック
代表取締役　髙林　彰

随意契約 - 8,217,000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

人事給与システム統合・移設業務　一式 三枝　広人 令和3年6月28日
東京都品川区南大井六丁目26番2号
株式会社日進サイエンティア
ソリューション事業本部長　松井　章

随意契約
（政府調達）

- 24,781,680円 -
互換性による競争の不存在のため、政府調達事務
取扱要項第14条第1項第3号を適用

0人 財務課

監査契約 三枝　広人 令和3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

随意契約 - 5,940,000円 -

令和3年6月11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3年4月1日～令和4年3月31日

加国Eascan Automation社　Canadian Rock Thrower 一台 三枝　広人 令和3年7月7日
東京都板橋区小豆沢4-15-2
WOODBLUE
青木　学

随意契約 - 9,499,116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

人工造雪システム　一式 三枝　広人 令和3年7月15日
北海道札幌市中央区宮の森四条1-3-35
日本ケーブル株式会社札幌支店
執行役員札幌支店長　渡辺　忍

一般競争
（政府調達）

- 96,360,000円 - - - 財務課

高周波基板 蘭国SRON製 Analog system FLAP21a 一式 三枝　広人 令和3年7月21日
茨城県つくば市倉掛829-5
古本機工株式会社
代表取締役　古本　朝彦

一般競争 - 8,140,000円 - - - 財務課

多機能透過型電子顕微鏡　日本電子（株）製　JEM-
F200(CF-HR)　一式

三枝　広人 令和3年9月7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
（政府調達）

- 119,999,000円 - - - 財務課

北見工業大学で使用するガス　一式 三枝　広人 令和3年9月13日
北海道北見市北7条東1丁目1番地1
北海道ガス株式会社　北見支店
支店長　北本　満

随意契約
（政府調達）

- 147,847,680円（単価／式） -

技術的理由による競争の不存在のため、政府調達
事務取扱要項第14条第1項第2号を適用

0人 財務課
期間：令和3年9月分検針日の翌日～令和6年9月分検
針日

図書館情報システム　一式 三枝　広人 令和3年9月21日
北海道札幌市中央区大通西4丁目1番地
NECネッツエスアイ株式会社　北海道支店
支店長　桑原　孝一

一般競争
（政府調達）

- 21,670,000円 - - - 財務課

国立大学法人北見工業大学構内警備業務 三枝　広人 令和3年9月21日
北海道札幌市清田区平岡2条4丁目3番5号
ニューライフ警備保障株式会社
代表取締役　　安田　照寿

一般競争 - 28,358,000円 - - - 財務課 期間：令和3年10月1日～令和5年9月30日

ICT学術統合基盤システム　一式 三枝　広人 令和3年9月24日

北海道札幌市中央区南一条西6-15-1
札幌あおばビル2階
兼松エレクトロニクス株式会社　札幌支店
支店長　小泉　喜範

一般競争
（政府調達）

- 月額4,950,000円 - - - 財務課 期間：令和4年3月1日～令和9年2月28日

北見工業大学清掃業務　一式 三枝　広人 令和3年9月27日
福島県福島市五月町3番20号
キョウワプロテック株式会社
代表取締役　吾妻　学

一般競争
（政府調達）

- 34,099,263円 - - - 財務課 期間：令和3年10月1日～令和5年9月30日

三大学事務用システム統合管理サーバ　一式 三枝　広人 令和3年10月11日
北海道札幌市中央区北3条西2丁目10-2
日商エレクトロニクス株式会社北海道営業所
所長　鹿原　浩二

一般競争
（政府調達）

- 35,744,368円 - - - 財務課
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重油（ＪＩＳ１種） 　87ＫＬ 三枝　広人 令和3年10月26日
北海道北見市中央三輪4丁目526番地
株式会社三ツ輪商会北見支店
　支店長　松平　智靖

一般競争 -
１Kℓ当たり

87,450円
- - - 財務課 ○期間：令和3年11月1日～令和4年10月31日

重油（ＪＩＳ１種）　18ＫＬ 三枝　広人 令和3年10月26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

92,180円
- - - 財務課 ○期間：令和3年11月1日～令和4年10月31日

三大学事務用システム統合管理サーバ保守業務　一式 三枝　広人 令和3年11月5日
北海道札幌市中央区北3条西2丁目10-2
日商エレクトロニクス株式会社北海道営業所
所長　鹿原　浩二

随意契約 - 9,511,579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 ○期間：令和4年3月1日～令和9年2月28日

北見工業大学昇降機設備保全業務 三枝　広人 令和3年11月18日
北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1
株式会社日立ビルシステム北海道支社
支社長　岩隈　鉄也

一般競争 - 13,255,000円 - - - 財務課 ○期間：令和4年4月1日～令和7年3月31日

ハイパースペクトルカメラ　エバ・ジャパン（株）製　NH-4-
KIT　一式

三枝　広人 令和3年12月2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 - 6,160,000円 - - - 財務課

卓上走査電子顕微鏡　日本電子（株） NeoScope JCM-
7000　一式

三枝　広人 令和3年12月17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 - 8,030,000円 - - - 財務課

スプレードライヤー　瑞国 BUCHI社製 Mini Spray Dryer B-
290 Advanced　一式

三枝　広人 令和4年1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　澤野　靖之

一般競争 - 7,399,700円 - - - 財務課


