
監査契約

上越市山屋敷町１番地
調達役
上越教育大学
財務課長　髙島純一

平成29年7月18日
東京都港区港南2-15-3品川イ
ンターシティ
有限責任監査法人トーマツ

　国立大学法人会計監査業務に係る会計
監査人の選定にあたっては，各法人から
文部科学大臣に候補者を推薦し，これを
受け，文部科学大臣が選任することとなっ
ている。
　本契約は，文部科学大臣から選任通知
を受けた会計監査人との契約であること
から，国立大学法人上越教育大学会計規
則第４３条第１号に該当する。

- 6,148,400 - －

フルダブルホルン（アレキサ
ンダー社製）　一式

上越市山屋敷町１番地
調達役
上越教育大学
財務課長　髙島純一

平成29年9月22日
新潟県上越市本町５丁目３番２
７
二葉商事（株）

国立大学法人上越教育大学会計規則第
４３条第４号，国立大学法人上越教育大
学契約事務取扱規程第１３条第２号に該
当する。 - 1,296,000 - －

大学教員業績登録システム
の再構築 一式

上越市山屋敷町１番地
調達役
上越教育大学
財務課長　髙島純一

平成29年12月22日
大阪府大阪市北区堂島2-1-29
古河大阪ビル
（株）メディアフュージョン

国立大学法人上越教育大学会計規則第
４３条第１号，国立大学法人上越教育大
学契約事務取扱規程第１０条第５号に該
当する。

- 3,639,600 - －

物理サーバ　一式

上越市山屋敷町１番地
調達役
上越教育大学
財務課長　髙島純一

平成29年12月27日
新潟県上越市木田2-14-14
信越情報(株)

国立大学法人上越教育大学会計規則第
４３条第４号，国立大学法人上越教育大
学契約事務取扱規程第１３条第２号に該
当する。 - 1,576,800 - －

EBSCOhostオンラインデータ
ベースの利用契約

上越市山屋敷町１番地
調達役
上越教育大学
財務課長　髙島純一

平成30年3月16日
東京都中野区中央4-60-3
EBSCO Information Services
Japan(株)

　オンラインデータベース「EBSCOho
st」の提供は，EBSCO Information
Services Japan(株)のみが直接販売を
行っている。
　よって，契約の性質が競争を許さないた
め，国立大学法人上越教育大学会計規
則第４３条第１号に該当する。

- 3,708,612 - －

随意契約に関する情報の公表（物品役務等）

国立大学法人上越教育大学

件名又は品名及び数量
調達役の氏名並びに
その所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 相手方の住所及び氏名
随意契約によることとした業務方法書又
は会計規程等の根拠規定及び理由（企画
競争又は公募による場合はその旨）

予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率
再就職
の役員
の数

備　　考
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件名又は品名及び数量
調達役の氏名並びに

その所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 相手方の住所及び氏名
随意契約によることとした業務方法書又

は会計規程等の根拠規定及び理由（企画
競争又は公募による場合はその旨）

予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率
再就職
の役員
の数

備　　考

平成30年度
昇降機設備保全業務

上越市山屋敷１番地
調達役
上越教育大学
施設課長　高野晃宏

平成30年3月27日
神奈川県川崎市幸区堀川町72
番地34
東芝エレベータ（株）

本業務は、上越教育大学山屋敷団地のエ
レベーターの点検、保守、修理等を行うも
のである。この業務において、附属図書館
のエレベーターについては、部品供給停
止となっており、不測の故障等が発生した
場合は、代替え部品の調達又は改造修理
となる。この場合において、既存の設備と
更新される代替え部品、改造修理等は、
密接不可分の関係にあり、また、安全性、
信頼性、故障等の迅速な処理、故障原因
の解析等の責任を明確にする必要がある
ことから、このエレベーターを設計、施工し
た東芝エレベータ株式会社が、その条件
を満たす唯一の業者である。
以上のことから、契約の性質が競争を許
さないため、上記の適用条項により随意
契約とするものである。

－ 3,693,600 － －

監査契約

上越市山屋敷町１番地
調達役
上越教育大学
財務課長　岡﨑明弘

平成30年7月9日
東京都港区港南2-15-3品川イ
ンターシティ
有限責任監査法人トーマツ

　国立大学法人会計監査業務に係る会計
監査人の選定にあたっては，各法人から
文部科学大臣に候補者を推薦し，これを
受け，文部科学大臣が選任することとなっ
ている。
　本契約は，文部科学大臣から選任通知
を受けた会計監査人との契約であること
から，国立大学法人上越教育大学会計規
則第４３条第１号に該当する。

- 6,148,400 - －

大学封筒（大学名入れ封筒）

上越市山屋敷町1番地
調達役
上越教育大学
財務課長　岡﨑明弘

平成30年9月26日
新潟県上越市中央2丁目9-14
（有）深堀印刷所

国立大学法人上越教育大学会計規則第
４３条第４号，国立大学法人上越教育大
学契約事務取扱規程第１３条第２号に該
当する。 - 1,477,980 - －

木工室集塵機

上越市山屋敷町1番地
調達役
上越教育大学
財務課長　岡﨑明弘

平成30年10月4日
新潟県上越市安江1丁目3-18
丸久鋼機(有)直江津営業所

国立大学法人上越教育大学会計規則第
４３条第４号，国立大学法人上越教育大
学契約事務取扱規程第１３条第２号に該
当する。 - 1,566,000 - －

白灯油（ＪＩＳ１号）

上越市山屋敷町1番地
調達役
上越教育大学
財務課長　岡﨑明弘

平成30年11月13日

■新潟県上越市上源入153番
地10
新潟県石油業共同組合
■新潟県上越市港町1丁目8番
2号
髙助（名）

国立大学法人上越教育大学会計規則第
４３条第４号，国立大学法人上越教育大
学契約事務取扱規程第１３条第２号に該
当する。 - 1,389,960 - －
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件名又は品名及び数量
調達役の氏名並びに

その所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 相手方の住所及び氏名
随意契約によることとした業務方法書又

は会計規程等の根拠規定及び理由（企画
競争又は公募による場合はその旨）

予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率
再就職
の役員
の数

備　　考

修学支援システム  学生カル
テ機能追加カスタマイズ　一
式

上越市山屋敷町1番地
調達役
上越教育大学
財務課長　岡﨑明弘

平成30年12月7日
新潟県上越市木田2-14-14
信越情報(株)

国立大学法人上越教育大学会計規則第
４３条第１号，国立大学法人上越教育大
学契約事務取扱規程第１０条第５号に該
当する。 - 1,512,000 - －

申請受付システムの改修　一
式

上越市山屋敷町1番地
調達役
上越教育大学
財務課長　岡﨑明弘

平成30年12月14日
新潟県上越市木田2-14-14
信越情報(株)

国立大学法人上越教育大学会計規則第
４３条第１号，国立大学法人上越教育大
学契約事務取扱規程第１０条第５号に該
当する。 - 2,160,000 - －

授業出席状況把握システム
ICカードリーダー更新　一式

上越市山屋敷町1番地
調達役
上越教育大学
財務課長　岡﨑明弘

平成30年12月28日
新潟県上越市木田2-14-14
信越情報(株)

国立大学法人上越教育大学会計規則第
４３条第１号，国立大学法人上越教育大
学契約事務取扱規程第１０条第５号に該
当する。 - 9,525,600 - －

遠隔協調学習授業用ipad 40
台

上越市山屋敷町1番地
調達役
上越教育大学
財務課長　岡﨑明弘

平成31年1月18日
新潟県上越市安江297-1
（株）サトーメック

国立大学法人上越教育大学会計規則第
４３条第４号，国立大学法人上越教育大
学契約事務取扱規程第１３条第２号に該
当する。 - 1,512,000 - －

EBSCOhostオンラインデータ
ベースの利用契約

上越市山屋敷町1番地
調達役
上越教育大学
財務課長　岡﨑明弘

平成31年3月18日
東京都中野区中野2-19-2
EBSCO Information Services
Japan(株)

　オンラインデータベース「EBSCOho
st」の提供は，EBSCO Information
Services Japan(株)のみが直接販売を
行っている。
　よって，契約の性質が競争を許さないた
め，国立大学法人上越教育大学会計規
則第４３条第１号に該当する。

- 3,762,396 - －

リサイクルＰＰＣ用紙　一式

上越市山屋敷町1番地
調達役
上越教育大学
財務課長　岡﨑明弘

平成31年3月29日
新潟県長岡市高見町17-1
(株)ＫＡＭＩＯＬ

一般競争に付し再度の入札をしても落札
者がないため，国立大学法人上越教育大
学契約事務取扱規程第１４条第１項に該
当する。

- 3,405,716 - －
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件名又は品名及び数量
調達役の氏名並びに

その所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 相手方の住所及び氏名
随意契約によることとした業務方法書又

は会計規程等の根拠規定及び理由（企画
競争又は公募による場合はその旨）

予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率
再就職
の役員
の数

備　　考

e-boxデジタルポートフォリオ
改修　一式

上越市山屋敷町1番地
調達役
上越教育大学
財務課特命課長
　　　　　　 池田謙哉

令和元年5月9日
新潟県上越市木田2-14-14
信越情報(株)

国立大学法人上越教育大学会計規則第
４３条第１号，国立大学法人上越教育大
学契約事務取扱規程第１０条第５号に該
当する。 - 2,721,600 - －

監査契約

上越市山屋敷町１番地
調達役
上越教育大学
財務課特命課長
　             池田謙哉

令和元年7月1日

東京都千代田区丸の内三丁目
２番３号丸の内二重橋ビルディ
ング
有限責任監査法人トーマツ

　国立大学法人会計監査業務に係る会計
監査人の選定にあたっては，各法人から
文部科学大臣に候補者を推薦し，これを
受け，文部科学大臣が選任することとなっ
ている。
　本契約は，文部科学大臣から選任通知
を受けた会計監査人との契約であること
から，国立大学法人上越教育大学会計規
則第４３条第１号に該当する。

- 7,790,000 - －

大学封筒（大学名入れ封筒）

上越市山屋敷町１番地
調達役
上越教育大学
財務課特命課長
               池田謙哉

令和元年9月27日
新潟県上越市中央2丁目9-14
（有）深堀印刷所

国立大学法人上越教育大学会計規則第
４３条第４号，国立大学法人上越教育大
学契約事務取扱規程第１３条第２号に該
当する。 - 1,579,017 - －

白灯油（ＪＩＳ１号）

上越市山屋敷町１番地
調達役
上越教育大学
財務課特命課長
               池田謙哉

令和元年11月11日

■新潟県上越市上源入153番
地10
　新潟県石油業共同組合
■新潟県上越市上源入153番
地10
　頸城運送倉庫（株）

国立大学法人上越教育大学会計規則第
４３条第４号，国立大学法人上越教育大
学契約事務取扱規程第１３条第２号に該
当する。 - 1,182,500 - －

学務情報システム改修業務
一式

上越市山屋敷町１番地
調達役
上越教育大学
財務課特命課長
             　池田謙哉

令和元年11月29日
福岡県福岡市博多区博多駅前
１－１７－２１
(株)エヌ・ティ・ティ・データ九州

国立大学法人上越教育大学会計規則第
４３条第１号，国立大学法人上越教育大
学契約事務取扱規程第１０条第５号に該
当する。 - 2,024,000 - －

Web就業管理システム移行
作業　一式

上越市山屋敷町１番地
調達役
上越教育大学
財務課特命課長
                池田謙哉

令和元年11月27日
東京都品川区南大井6-26-2大
森ベルポートB館8階
株式会社日進サイエンティア

国立大学法人上越教育大学会計規則第
４３条第１号，国立大学法人上越教育大
学契約事務取扱規程第１０条第５号に該
当する。 - 1,754,500 - －

授業出席状況把握システム
改修　一式

上越市山屋敷町１番地
調達役
上越教育大学
財務課特命課長
                 池田謙哉

令和元年11月28日
新潟県上越市木田2-14-14
信越情報(株)

国立大学法人上越教育大学会計規則第
４３条第１号，国立大学法人上越教育大
学契約事務取扱規程第１０条第５号に該
当する。 - 3,465,000 - －
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件名又は品名及び数量
調達役の氏名並びに

その所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 相手方の住所及び氏名
随意契約によることとした業務方法書又

は会計規程等の根拠規定及び理由（企画
競争又は公募による場合はその旨）

予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率
再就職
の役員
の数

備　　考

附属幼稚園防犯カメラ設備
一式

上越市山屋敷町１番地
調達役
上越教育大学
財務課特命課長
                 池田謙哉

令和2年2月26日
新潟県上越市七ケ所新田470
番地4
(株)横瀬オーディオ

国立大学法人上越教育大学会計規則第
４３条第４号，国立大学法人上越教育大
学契約事務取扱規程第１３条第２号に該
当する。 - 1,507,000 - －

e-boxデジタルポートフォリオ
改修（実習日誌機能等）　一
式

上越市山屋敷町１番地
調達役
上越教育大学
財務課特命課長
                  池田謙哉

令和2年2月28日
新潟県上越市木田2-14-14
信越情報(株)

国立大学法人上越教育大学会計規則第
４３条第１号，国立大学法人上越教育大
学契約事務取扱規程第１０条第５号に該
当する。 - 1,724,800 - －

授業出席状況把握システムＩ
Ｃカードリーダー設置　一式

上越市山屋敷町１番地
調達役
上越教育大学
財務課特命課長
                  池田謙哉

令和2年3月4日
新潟県上越市木田2-14-14
信越情報(株)

国立大学法人上越教育大学会計規則第
４３条第１号，国立大学法人上越教育大
学契約事務取扱規程第１０条第５号に該
当する。 - 2,024,000 - －

EBSCOhostオンラインデータ
ベースの利用契約

上越市山屋敷町１番地
調達役
上越教育大学
財務課特命課長
                  池田謙哉

令和2年3月6日
東京都中野区中央4-60-3
EBSCO Information Services
Japan(株)

国立大学法人上越教育大学会計規則第
４３条第１号，国立大学法人上越教育大
学契約事務取扱規程第１０条第５号に該
当する。 - 3,898,950 - －

附属学校マルチメディアＣＡＬ
Ｌシステムの運用支援及び保
守

上越市山屋敷町１番地
調達役
上越教育大学
財務課特命課長
                 池田謙哉

令和2年3月18日
新潟県上越市木田2-14-14
信越情報(株)

国立大学法人上越教育大学会計規則第
４３条第１号，国立大学法人上越教育大
学契約事務取扱規程第１０条第５号に該
当する。 - 4,076,160 - －

授業出席状況把握システム
の運用支援及び保守

上越市山屋敷町１番地
調達役
上越教育大学
財務課特命課長
                  池田謙哉

令和2年3月25日
新潟県上越市木田2-14-14
信越情報(株)

国立大学法人上越教育大学会計規則第
４３条第１号，国立大学法人上越教育大
学契約事務取扱規程第１０条第５号に該
当する。 - 4,098,600 - －

財務会計システムの運用支
援及び保守

上越市山屋敷町１番地
調達役
上越教育大学
財務課特命課長
                 池田謙哉

令和2年3月25日
東京都品川区大井1-47-1
(株)ニッセイコム

国立大学法人上越教育大学会計規則第
４３条第１号，国立大学法人上越教育大
学契約事務取扱規程第１０条第５号に該
当する。 - 9,223,209 - －

人事給与統合システム（（株）
日進サイエンティア製）の保
守

上越市山屋敷町１番地
調達役
上越教育大学
財務課特命課長
                 池田謙哉

令和2年3月25日
東京都品川区南大井6-26-2
(株)日進サイエンティア

国立大学法人上越教育大学会計規則第
４３条第１号，国立大学法人上越教育大
学契約事務取扱規程第１０条第５号に該
当する。 - 3,498,000 - －
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上越教育大学（山屋敷）附属
図書館改修設計業務（建築・
設備）

上越市山屋敷町1番地
調達役
上越教育大学
施設課長　　島田英明

平成31年4月25日
新潟県長岡市袋町1丁目1081
番地32
(株)細貝建築事務所

国立大学法人上越教育大学工事関連事
務取扱細則第12条第2号（簡易公募型プ
ロポーザル方式）

9,508,320 9,288,000 97.7% －

上越教育大学講堂吊物ワイ
ヤー取替工事

上越市山屋敷町１番地
調達役
上越教育大学
施設課長　島田英明

令和2年3月4日

石川県金沢市横川７丁目５０番
１
８７ビル横川
三精テクノロジーズ（株）金沢営
業所

会計規則第43条第１号
契約規程第10条第５号

　吊物ワイヤーは舞台吊物機構の一部で
あり，既存の設備と更新される部品，改造
及び修理等は，密接不可分の関係にあ
り，また，安全性，信頼性，故障時の迅速
な処理，故障原因の解析等の責任を明確
にする必要があることから，当該舞台吊
物機構を設計，製造、加工及び施工した
三精テクノロジーズ株式会社が製造物責
任において，その条件を満たす唯一の業
者である。
　以上のことから，契約の性質が競争を許
さないため，上記の適用条項により随意
契約とするものである。

2,499,200 2,453,000 98.2% －

上越教育大学（山屋敷）総合
研究棟（人文系）改修設計業
務（建築・設備）

上越市山屋敷町1番地
調達役
上越教育大学
施設課長　島田　英明

令和2年3月27日
新潟県長岡市袋町1丁目1081
番地32
(株)細貝建築事務所

国立大学法人上越教育大学工事関連事
務取扱細則第12条第2号（簡易公募型プ
ロポーザル方式）

12,200,100 12,100,000 99.2% －

落札率
再就職
の役員
の数

備　　考

随意契約に関する情報の公表（工事）

国立大学法人上越教育大学

件名又は品名及び数量
調達役の氏名並びに
その所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 相手方の住所及び氏名
随意契約によることとした業務方法書又
は会計規程等の根拠規定及び理由（企画
競争又は公募による場合はその旨）

予定価格
（円）

契約金額
（円）
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