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在宅勤務環境整備に係るノートパソコン等 令和3年6月18日
徳島県徳島市東吉野町1丁目10番地の１
四国通建株式会社　徳島支店

4,068,900 一般競争
規格:Microsoft 1N9-00013　外
数量:30式　外
単価:110,000円　外

オンライン授業・ＧＩＧＡスクール構想に対応で
きる教員養成のための環境整備

令和3年6月29日
徳島県徳島市東吉野町1丁目10番地の１
四国通建株式会社　徳島支店

11,000,000 一般競争
規格:Microsoft 1ND-00013　外
数量:35式　外
単価:256,263円　外

国立大学法人鳴門教育大学
　　　　　　　情報入出力運用支援サービス

令和3年7月5日
香川県高松市磨屋町8番地1
富士ﾌｨﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社
四国支社

60,204,979 一般競争
契約期間：令和3年9月1日～令和9年8月31日
モノクロ単価：1.21円（サービス区分A）　外

遠隔教育を補完するための技術実習設備 令和3年7月8日
徳島県徳島市南出来島1丁目18番地
タツミ商機株式会社

11,548,900 一般競争
規格：GCC社 Spirit GLS 100GT　外
数量：1式　外
単価：7,174,200円　外

附属中学校生徒・教師用端末 令和3年7月9日
徳島県徳島市東吉野町1丁目10番地の１
四国通建株式会社　徳島支店

10,161,800 一般競争
規格：Dynabook株式会社 A6KFSV81111　外
数量：149台　外
単価：54,450円　外

附属学校ネットワーク更新 令和3年7月14日
愛媛県松山市三番町四丁目9番地6
株式会社エヌ･ティ･ティ･データ四国

48,400,000 一般競争
規格：Cisco　MS250-24P-HW　外
数量：2式　外
単価：834,614円　外

理科実験の映像教材作成業務 令和3年7月28日
徳島県鳴門市撫養町南浜字馬目木121-6
株式会社鳴門広告社

9,295,000 一般競争

国立大学法人鳴門教育大学における労働者
派遣業務

令和3年10月6日
徳島県徳島市幸町1丁目47番地3
株式会社スタッフクリエイト

7,117,925 一般競争 １時間あたり　1,589円

附属小学校生徒・教師用端末 令和3年10月14日
徳島県徳島市東吉野町1丁目10番地の１
四国通建株式会社　徳島支店

14,388,000 一般競争
規格：Dynabook株式会社 A6KFSV81111　外
数量：218台　外
単価：53,350円　外

バスケットゴール 令和3年11月4日
徳島県徳島市北島田町1丁目52-3
エーススポーツ株式会社

4,939,000 一般競争
規格：都村製作所 BA-3003 プラスチック板付　外
数量：1式　外
単価：1,728,650円　外
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情報セキュリティーシステム 令和3年11月18日
愛媛県松山市三番町四丁目９番地６
株式会社エヌ･ティ･ティ･データ四国

59,400,000 一般競争
規格：Darktrace DCIP-M(6年ライセンス)　外
数量：1式　外
単価：42,292,030円　外

暗幕カーテン・カーテンレール　外 令和3年12月2日
徳島県徳島市川内町鈴江西87番地の２
株式会社インテリア・アート

3,364,504 一般競争
規格：電動ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ,手動ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ,暗幕ｶｰﾃﾝ　外
数量：1式　外
単価：1,851,833円　外

在宅勤務接続システム 令和3年12月16日
徳島県徳島市金沢2丁目3番60号
リコージャパン株式会社 販売事業本部 徳島支
社

14,943,720 一般競争
規格：Palo Alto Networks社　Pa-3220　外
数量：1式　外
単価：4,069,962円　外

附属中学校･附属特別支援学校体育館用什
器

令和3年12月24日
徳島県徳島市二軒屋町2丁目31
株式会社まるや文具店

6,319,500 一般競争
規格：ｳﾁﾀﾞ　5-846-0218　外
数量：4台　外
単価：68,899円　外

情報ネットワーク脅威検知システム 令和4年1月7日
徳島県徳島市西大工町2-5-1
西日本電信電話株式会社　徳島支店

29,150,000 一般競争
規格：with XDR HW 6年保証版
数量：1式
単価：14,745,500円

Active Directoryサーバの情報セキュリティ対
策強化

令和4年1月13日
徳島県徳島市西大工町2-5-1
西日本電信電話株式会社　徳島支店

9,130,000 一般競争

附属学校児童･生徒用授業支援ソフトウェア 令和4年1月13日
徳島県徳島市東吉野町1丁目10番地の１
四国通建株式会社　徳島支店

9,687,942 一般競争
規格：(株)MetaMoji MCSFAC0010AR0
数量：1,290式
単価：3,729円

国立大学法人鳴門教育大学高島会館管理業
務

令和4年2月10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

3,920,400 一般競争 1日あたり　5,445円

附属学校(園)警備業務 令和4年2月28日
徳島県徳島市かちどき橋１丁目７番地
国際セーフティ株式会社

23,794,980 一般競争 1時間あたり　2,046円

事務ネットワークの情報セキュリティ対策強化
ライセンス

令和4年3月14日
徳島県徳島市金沢2丁目3番60号
リコージャパン株式会社

14,630,000 一般競争



（１）
物品，役務等の名称及び数量

（２）
契約を締結した日

（３）
契約の相手方の住所及び氏名

（４）
契約金額

（円）

（５）
一般競争・指
名競争の別

（６）
その他必要な事項

 鳴門教育大学防災設備保全業務 令和3年6月8日
徳島県徳島市川内町小松東75番地13
東洋防災工業株式会社

4,400,000 一般競争

鳴門教育大学
（南前川）附小体育館改修工事

令和3年7月19日
徳島県小松島市金磯町8番79号
誠建設有限会社

59,290,000 一般競争

鳴門教育大学
（南前川）附小体育館改修電気設備工事

令和3年7月21日
徳島県徳島市助任橋3丁目25-1
フィート技建株式会社

9,790,000 一般競争

鳴門教育大学
（中吉野）体育館改修その他機械設備工事

令和3年9月16日
徳島県徳島市雑賀町西開72番地2
株式会社吉崎設備工業

8,030,000 一般競争

鳴門教育大学
（中吉野）体育館改修その他工事

令和3年9月24日
徳島県徳島市国府町南岩延字堤外561-1
大崎建設株式会社

95,260,000 一般競争

鳴門教育大学
（高島）ライフライン再生Ⅱ(屋外給水管)工事

令和3年9月28日
徳島県徳島市応神町応神産業団地12番地8
堀井産業株式会社

54,780,000 一般競争

鳴門教育大学
（中吉野）体育館改修その他電気設備工事

令和3年10月5日
徳島県徳島市助任橋3丁目25-1
フィート技建株式会社

21,835,000 一般競争

鳴門教育大学
(高島)図書館等便所改修工事

令和3年11月5日
徳島県徳島市南佐古6番町1-4
二本木建設有限会社

28,600,000 一般競争

鳴門教育大学
(高島)図書館等便所改修機械設備工事

令和3年11月5日
徳島県徳島市雑賀町西開72番地2
株式会社吉崎設備工業

22,000,000 一般競争

鳴門教育大学
（高島）外灯改修その他工事

令和3年12月15日
徳島県徳島市佐古一番町18番5号
四国電気工業株式会社

15,180,000 一般競争
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徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748番地
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鳴門教育大学
（高島）講義棟等屋上防水改修工事

令和3年12月22日
徳島県徳島市南昭和町四丁目51番地１
株式会社成島建設

20,790,000 一般競争


