
1 （株）フォーカスシステムズ
自動車輸送統計ＯＣＲシステム
賃貸借及び保守

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年4月1日 6,993,000

　株式会社フォーカスシステムズとの間で締結している自動
車輸送統計ＯＣＲシステム賃貸借及び保守については、当
初、一般競争入札により落札された当該機器等を前年度に
引き続き使用するものであり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（２０年度に
一般競争入札を行い
次年度以降は、国庫
債務負担行為を活用
し複数年度契約を行
う）

2 （財）建設物価調査会 建設関連業動態調査集計業務
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年4月1日 2,214,450

　財団法人建設物価調査会との間で締結している建設関連
業動態調査集計業務については、建設関連業動態調査の
データ処理用プログラムでの処理が必要であるが、当該法人
は、処理用プログラムを開発保有している唯一の者であり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

3 （財）建設物価調査会

定期刊行物購入（会計検査資
料、建設物価、建設統計月報、
月刊住宅着工統計、土木コスト
情報）

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年4月1日 2,562,840

　財団法人建設物価調査会との間で締結している定期刊行
物購入（会計検査資料、建設物価、建設統計月報、月刊住宅
着工統計、土木コスト情報）については、出版元の当該法人
から時価に比べて有利な価格をもって購入することができ、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

4
（財）港湾空間高度化環境研
究センター

平成１７年度　港湾ＥＤＩシステム
の管理・運営業務

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年4月1日 51,707,250

　財団法人港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結
している平成１７年度港湾ＥＤＩシステムの管理・運営業務に
ついては、港湾ＥＤＩシステムの既調達物品等に連接して使用
する物品等の調達であり、国の物品又は特定役務の調達手
続きの特例を定める政令（特例政令）に該当するため。（特例
政令第１３条第１項第２号）

その他のもの
－

(随意契約によらざる
を得ないもの)

5
（財）国際観光サービスセン
ター

ビジット・ジャパン・キャンペーン
実施本部事務局運営

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年4月1日 67,246,137

　財団法人国際観光サービスセンターとの間で締結している
ビジット・ジャパン・キャンペーン実施本部事務局運営につい
ては、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施
の観点から企画競争を実施した結果、当該法人が契約の相
手方として選定されたものであり、競争を許さないため。（会
計法第２９条３の第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

6 （財）自動車検査登録協力会
平成１７年度自動車輸送統計調
査における登録自動車のサンプ
ルリスト及びタックシート等作成

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年4月1日 11,549,630

　財団法人自動車検査登録協力会との間で締結している平
成１７年度自動車輸送統計調査における登録自動車のサン
プルリスト及びタックシート等作成については、本業務で使用
する自動車交通局保有のデータについては「自動車の登録・
検査に係る情報の取扱いに関する基本方針」により、情報の
管理は当該法人で行われることとなっており、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（基
本方針の見直しを検
討し企画競争を実施）

（別紙　１）
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7
（社）全国軽自動車協会連合
会

平成１７年度自動車輸送統計調
査における軽自動車母集団表，
サンプルリスト及びタックシート
の作成

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年4月1日 4,323,900

　社団法人全国軽自動車協会連合会との間で締結している
平成１７年度自動車輸送統計調査における軽自動車母集団
表，サンプルリスト及びタックシートの作成については、本業
務で使用するデータについては「軽自動車の検査に係る情報
の取扱いに関する基本方針（平成１３年８月２８日付け理事
長達第９号）」により、情報の管理は当該法人で行われること
となっており、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（基
本方針の見直しを検
討し企画競争を実施）

8 （社）日本観光協会
「観光関係情報発信事業Ｗｅｂサ
イト」システムのサービス提供

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年4月1日 3,150,000

　社団法人日本観光協会との間で締結してる「観光関係情報
発信事業Ｗｅｂサイト」システムのサービス提供については、
当該法人は、全国的規模で統一された基準に基づき、情報
提供されていなかった観光関係情報を発信するＷｅｂサイトシ
ステムのデータベース構築を行っており、また、国内で唯一、
全国の自治体観光主管課から観光情報を収集する仕組みを
持っている。さらに、観光関連文献をはじめとする総データ数
は約１６万件、宿泊施設のデータも約３万６千件保有するな
ど、観光関連情報の蓄積については国内 大級であるととも
に、公平、中立な立場で事業が実施できる唯一の者であり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

9 （社）日本観光協会
旅フェア２００５におけるビジット・
ジャパン・キャンペーンブース出
展事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年4月1日 3,612,000

　社団法人日本観光協会との間で締結している旅フェア２００
５におけるビジット・ジャパン・キャンペーンブース出展事業に
ついては、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業
実施の観点から企画競争を実施した結果、当該法人が契約
の相手方として選定されたものであり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

10 （独）海上技術安全研究所
原子力災害環境影響評価システ
ムの維持及び保守

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年4月1日 2,071,000

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
原子力災害環境影響評価システムの維持及び保守について
は、当該機器の開発に携わってきた当該法人に機器の保守
を実施させることが合理的かつ確実であり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

11 （独）海上技術安全研究所
放射性物質の海上輸送時のセ
キュリティー強化のための調査
研究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年4月1日 5,751,000

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
放射性物質の海上輸送時のセキュリティー強化のための調
査研究については、放射性物質の海上輸送時のセキュリ
ティーに関する調査であるが、当該法人は、原子力の分野に
おいて船舶関連の調査研究を実施している唯一の機関であ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

12 （独）海上技術安全研究所
海上安全及び海洋環境保全に
対する国際的な取り組みの強化
に関する研究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年4月1日 12,332,503

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
海上安全及び海洋環境保全に対する国際的な取り組みの強
化に関する研究については、氷荷重の計測を行うことから氷
海環境を再現しうる水槽施設が必要であり、かつ、船舶の火
災・防火に関する基準策定及び運航機器に関する国際基準
策定を目指すものであるため、公正かつ中立性の確保が必
要であるが、これらを有しているのは当該法人のみであり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
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その所属する部局の名称及
び所在地

13 （独）海上技術安全研究所
船舶の生涯価値（ＬＣＶ）評価・格
付けシステムの確立

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年4月1日 18,090,588

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
船舶の生涯価値（ＬＣＶ）評価・格付けシステムの確立につい
ては、船舶の安全性評価並びに環境影響評価、及び寿命評
価に関する高度な知識を有するとともに、船舶製造者・使用
者に偏らない者が実施しなければならない。また、本事業は
平成１５年度より継続して実施しているものであり、前年度に
開発したシステムとの互換性を確保する必要があることか
ら、引き続き当該法人に実施させる必要があり、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

14 （独）海上技術安全研究所 公害の防止に関する調査研究
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年4月1日 31,395,842

独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
公害の防止に関する調査研究は、関係行政機関の試験研究
機関が実施する公害の防止等に関する試験研究費を、環境
省が「(項)地球環境保全等試験研究費」として各省分を一括
して予算計上を行っているもの。環境省によって毎年度実施
される新規・継続課題の募集に対し、（独）海上技術安全研究
所からも応募を行い、環境省が設置する外部の専門家によ
る総合研究開発推進会議において研究課題・実施機関の選
定、研究資金の配分が決定され、国土交通省に移替えされ
ている。この決定に基づき研究を実施するためには、応募課
題が採択された研究機関と契約を行う必要があり、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

15 （独）海上技術安全研究所
海洋における運輸技術開発に関
する調査研究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年4月1日 51,054,295

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
海洋における運輸技術に関する調査研究については、操船
支援機器、船舶の操縦性能等の高度な造船技術、交通機関
の保安体制及び危険物分析・測定技術、材料の金属学的強
度及びリサイクル性の評価技術、高分子材料の合成の評価
及び制御に関する専門的技術、並びに研究に要する諸設備
を有していることが必要であるが、これらの要件を満たしてい
るのは、海事工学専門の研究所として海上輸送の安全確保・
高度化に関する研究、海洋の開発に関する研究及び海洋環
境の保全に関する研究並びにこれらの項目の研究推進に資
する先導的シーズ研究を長年にわたって専門的に行っている
当該法人のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

16 （独）海上技術安全研究所 原子力に関する試験研究
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年4月1日 64,489,024

 　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
原子力に関する調査研究は、関係行政機関の試験研究機関
が実施する原子力に関する試験研究費を、文部科学省が
「(項)原子力試験研究費」として各省分を一括して予算計上を
行っているもの。文部科学省によって毎年度実施される新
規・継続課題の募集に対し、（独）海上技術安全研究所からも
応募を行い、内閣府に設置されている原子力委員会の専門
家による原子力試験研究検討会において評価を受けた後、
当該評価結果を基に文部科学省において研究課題・実施機
関の選定、研究資金の配分が決定され、国土交通省に移替
えされている。この決定に基づき研究を実施するためには、
応募課題が採択された研究機関と契約を行う必要があり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

17 （独）海上技術安全研究所 次世代内航船の研究開発
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年4月1日 74,188,850

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
次世代内航船の研究開発については、船舶及び数値流体力
学に関する高度な専門的知識を有し、自由航走試験の出来
る大型実験水槽が必要であるが、これらを有しているのは当
該法人のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

18 （独）港湾空港技術研究所
平成１７年度「海岸事業の実施
に関する研究及び技術開発」

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年4月1日 28,250,000

独立行政法人港湾空港技術研究所との間で締結している平
成１７年度「海岸事業の実施に関する研究及び技術開発」に
ついては、海岸の整備における様々な技術的課題の解決を
目指すものであるが、本業務の実施のためにはこれら課題
の背後に存在している自然現象の原理の解明が必要不可欠
であり、理学・工学的研究遂行能力及び研究実績を有し、か
つ海岸に関する 新の知見を有することが必要である。特
に、本業務の遂行に当たっては、わが国で唯一、連続的かつ
直接海浜変形を観測可能な「波崎海洋観測施設」や、当所が
開発に参加し2004年東海道沖地震津波を沖合で観測するこ
とに成功したGPS波浪計と、そこで観測･蓄積されたデータを
活用するとともに、マーズ法と呼ばれる三次元の波と流れの
計算手法を用いるプログラムを使用しないと本業務の実施が
不可能なものであり、これらを保有するのは(独)港湾空港技
術研究所のみである。また、本委託業務は国の海岸事業の
実施に直結するとともに今後の海岸行政の方向性にも大きな
影響を与えるものであることから、公正かつ中立的な立場か
ら業務を行う必要がある。これらの条件を満たす機関は当該
法人をおいて他にはなく、また、その設立目的も本業務の目
的と一致していることから、これらを有しているのは当該法人
のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

19 （独）港湾空港技術研究所
平成１７年度港湾整備事業の実
施に関する研究及び技術開発

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年4月1日 556,900,000

独立行政法人港湾空港技術研究所との間で締結している平
成１７年度港湾整備事業の実施に関する研究及び技術開発
は、港湾及び空港の整備等に関する調査、研究及び技術の
開発等を行うことにより、効率的かつ円滑な港湾及び空港の
整備等に資するとともに、港湾及び空港の整備等に関する技
術の向上を図ることを目的に設置された機関であり、港湾整
備事業の実施に関して総合的かつ高度な研究レベルと、本
研究に必要不可欠な実験施設を数多く有している。本業務に
使用する実験施設は、沿岸環境メソコスム実験施設、大規模
波動地盤総合水路、三次元水中振動台があり、これらは当
該法人のみが所有するものである。またおなじく本業務に必
要なデータとしては、東京湾口部のフェリーを活用して連続的
に収集した環境データや全国港湾海洋波浪情報網を通じて
収集した全国の波浪データ、全国の各直轄事務所が保有す
る生データを各種プログラム利用できるよう加工した全国の
港湾等の土質データおよび水深データがある。実験や研究
の過程で生じたプログラムは、数十年のノウハウと 新の技
術が蓄積され、集大成化した各種プログラムを多数保有して
いるが、これらを所有しているのも当該法人のみである。ま
た、「水底土砂排除装置、及び水底土砂の排除方法」(特許第
3723852号）、｢水底土砂除去装置、及び水底土砂除去装置」
(特許第3716311号）及び「水底土砂除去工法、及び水底土砂
除去装置」（特許第3424008号）の特許も必要である。さらに、
津波防災の技術開発に不可欠な、高精度の高潮津波シミュ
レーションプログラムを所有しており、他のプログラムでは業
務の実施が不可能であり（3次元流動場をモデル化したSTOC
を当該法人が開発）、国際協同の実績も豊富である（2004年
インド洋津波に際して発生直後から現地調査を実施し発生3
週間後には国際津波防災ワークショップを開催）。さらに、ＳＣ
Ｐ改良地盤の性能設計に関する調査、研究では、信頼性設
計計算が可能な設計プログラムを用いた計算を行い、解析
手法を高度化する必要がある。このようなプログラムは当該
法人のみが所有するものである。

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの(１８年度か
ら公募手続きを行う)

公募手続
きを導入



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

加えて、鋼製壁式岸壁の挙動特性の解明のためには,当該法
人が開発したRowe方法による解析手法を高度化することが
必要である.このためには,この解析手法を用いて、既往の研
究成果との対比も用いて詳細にわたり計算を行う必要があ
り、こうしたノウハウやデータを所有しているのは当該法人の
みである。また当該法人は、港湾構造物の構造設計に関す
る研究を大型構造実験施設を活用した大規模模型実験や数
値解析などにより継続的かつ精力的に行い、優れた研究業
績を数多くあげているため、他の追随を許さないほど高度な
専門的知識を有していると判断される。
 このように、本研究の実施が可能なのは(独)港湾空港技術
研究所のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

20 （独）電子航法研究所
平成１７年度「陸・海・空の事故
防止技術、高精度測位補正技術
に関する研究」

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年4月1日 121,835,673

　独立行政法人電子航法研究所との間で締結している平成１
７年度陸・海・空の事故防止技術及び高精度測位補正技術
に関する研究については、データ通信、ヒューマンファクタ計
測及び衛星測位方式に関する専門的技術並びに研究に要
する諸設備を有していることが必要であるが、これらの要件を
満たしているのは、電子・無線通信技術を応用したデータ通
信に関する研究、ヒューマンファクタ計測に関する研究及び
衛星測位に関する研究並びにこれら項目の研究推進に資す
る先導的シーズ研究を長年にわたって専門的に行っている
当該法人のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

21 東京ガス（株）
中央合同庁舎第３号館等のガス
供給

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成17年4月1日 27,948,211 長期継続契約
会計法第２９条の３第
４項

その他のもの

－
(随意契約
によらざる
を得ないも
の)

22 東京電力（株）
国土交通省狸穴分室の電力供
給

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成17年4月1日 813,896 長期継続契約
会計法第２９条の３第
４項

見直の余地があるも
の

一般競争
等に移行
するもの
（19年度以
降、電力供
給が完全
自由化に
なった場合
は、一般競
争に移行）

23
（社）日本ツーリズム産業団体
連合会

平成１７年度１／４半期ビジット・
ジャパン・キャンペーン重点市場
等におけるＶＪＣ事業指導・監督
及び訪日ツーリズム状況調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年4月22日 4,357,860

　社団法人日本ツーリズム産業団体連合会との間で締結して
いる平成１７年度１／４半期ビジット・ジャパン・キャンペーン
重点市場等におけるＶＪＣ事業指導・監督及び訪日ツーリズ
ム状況調査については、より効果的なビジット・ジャパン・キャ
ンペーン事業実施の観点から企画競争を実施した結果、当
該法人が契約の相手方として選定されたものであり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

24 （社）日本観光協会

高雄旅行展時の「ビジット・ジャ
パン・キャンペーン」ブース出展
及び個人向け旅行商品造成会
議の開催事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年4月22日 4,980,000

　社団法人日本観光協会との間で締結している高雄旅行展
時の「ビジット・ジャパン・キャンペーン」ブース出展及び個人
向け旅行商品造成会議の開催事業については、より効果的
なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画
競争を実施した結果、当該法人が契約の相手方として選定さ
れたものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

25 （財）鉄道総合技術研究所
福知山線列車脱線事故の施設
及び車両の損傷状況等の調査
分析

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年4月27日 38,346,000

　財団法人鉄道総合技術研究所との間で締結している福知
山線列車脱線事故の施設及び車両の損壊状況等の調査に
ついては、事故原因の究明のために実施する調査である。事
故調査においては、関係法規に基づき、事故原因の究明の
ための調査を速やかに実施し、報告書をできる限り早く公表
することにより、事故防止に寄与する必要がある。当該者は
本件事故調査に関し、鉄道技術に専門的かつ高度な知識を
有しており、実施目的を緊急かつ適確に遂行できる唯一の者
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの(１８年度か
ら公募手続きを行う)

公募手続
きを導入

26 （独）海上技術安全研究所
次世代海上遭難及び保安通信
システム構築に関する調査研究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年4月27日 3,427,951

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
次世代海上遭難及び保安通信システム構築に関する調査研
究については、ＧＭ企画競争を実施ＳＳなど通信システム分
野に関する専門的知識や経験とともに、ＩＭＯなどの国際機関
において取り決めがなされてきた無線通信に関する経緯など
を熟知していること、及び本研究は 終的には標記システム
に係る基準の策定を目指すものであり、通信システムなど一
つの分野の専門的知識だけに限らず、海事分野に関する総
合的な知識や判断を要するため、基準の策定に際して中立
性の立場が確保されていることが必要不可欠であるが、これ
らを満たしているのは当該法人のみであり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

27
（財）国際観光サービスセン
ター

ビジット・ジャパン・キャンペーン
ゴルフツアー造成支援事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年4月28日 5,234,948

　財団法人国際観光サービスセンターとの間で締結している
ビジット・ジャパン・キャンペーンゴルフツアー造成支援事業に
ついては、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業
実施の観点から企画競争を実施した結果、当該法人が契約
の相手方として選定されたものであり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

28 （財）建設業情報管理センター

平成１７年度建設工事施工統計
調査等対象業者の抽出・名簿作
成及び調査票へのプレプリント
等実施業務

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年5月16日 2,488,500

　財団法人建設業情報管理センターとの間で締結している平
成１７年度建設工事施工統計調査等対象業者の抽出・名簿
作成及び調査票へのプレプリント等実施業務については、本
業務を実施するため必須となる国土交通大臣・知事許可業
者の 新の電子データを管理しているのが当該法人であり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

29 （社）日本舶用工業会
欧州の造船現場における船舶の
バラストタンク等の塗装に関する
現状調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年5月16日 4,429,026

　社団法人日本舶用工業会との間で締結している欧州の造
船現場における船舶のバラストタンク等の塗装に関する現状
調査については、 終的に船舶のバラストタンク等の塗装に
関する基準の策定を目指すものであるため、特定の業者・業
種のみを扱う者による調査は適当ではなく、さらに欧州造船
事情を熟知している必要があるが、これらを満たしているの
は当該法人のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

30 （独）海上技術安全研究所 環境にやさしく経済的な新技術
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年5月16日 28,169,771

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
環境にやさしく経済的な新技術については、船舶及び海洋汚
染防止の技術に関する高度な専門的知識、並びに波浪中性
能試験の出来る大型実験水槽が必要であるが、これらを有し
ているのは当該法人のみであり、競争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

31
（財）日本自動車輸送技術協
会

平成１７年度自動車基準・認証
制度国際調和推進支援事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年5月18日 9,518,483

　財団法人日本自動車輸送技術協会との間で締結している
平成１７年度自動車基準・認証制度国際調和推進支援事業
については、国際協力事業である本事業を円滑かつ的確に
実施できるのは、相手国研修受講者の適切な人選、講義実
施機関との講義内容の調整、研修受講者への適切な指導・
助言など、自動車の基準・認証制度に関する専門的な知識を
有している当該法人のみであり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

32 （社）日本港湾協会
国有港湾施設の維持管理制度
のあり方に関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年5月18日 18,000,000

　社団法人日本港湾協会との間で締結している国有港湾施
設の維持管理制度のあり方に関する調査については、本業
務で収集するデータには、港湾利用者の事業の根幹に関わ
る情報が含まれるため、適切な情報管理を徹底する必要が
あること、及び本事業での成果は、今後の国の維持管理施
策に反映されるものであるから、中立的な機関に実施させる
必要がある。当該法人は、港湾政策を研究するとともに、港
湾の施設整備とその管理の改善を促進し、もって産業の振興
及び貿易の発展に寄与することを目的に設立された法人で
あるとともに、本業務に必要なデータ量も他の研究機関を圧
倒している。以上により当該法人は、本業務を的確に実施で
きる唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

33 （独）国際観光振興機構

韓国国際観光展（ＫＯＴＦＡ２００
５）への「ビジット・ジャパン・キャ
ンペーン」ブース出展参加、観光
説明会及び日韓観光の夕べの
実施

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年5月18日 20,919,565

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している韓
国国際観光展へのビジット・ジャパン・キャンペーンブース出
展参加等の事業については、より効果的なビジット・ジャパ
ン・キャンペーン事業実施の観点から企画競争を実施した結
果、当該法人が契約の相手方として選定されたものであり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

34
（財）交通エコロジー・モビリ
ティ財団

バリアフリーボランティアモデル
事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年5月19日 29,304,000

　財団法人交通エコロジー・モビリティ財団との間で締結して
いるバリアフリーボランティアモデル事業については、十分な
調査能力はもとより、交通ボランティアや人的支援に関する
様々な情報及び知見、並びにＮＰＯ団体や障害者団体及び
交通事業者との豊富なネットワークを有していることが必要で
あるが、これらの要件を満たしているのは、ボランティアネット
ワークの構築に関する調査、並びに介助に関するプログラム
やマニュアルの作成及びこれをもとにした体験講座や研修等
を従来から実施してきている当該法人のみである。また、当
該法人は、交通バリアフリー法に基づき、バリアフリー化を促
進するための調査・研究、情報収集・提供及び所要の助言・
指導等を適正かつ確実に行うことができると認められるもの
として、指定法人に指定されている唯一の法人でもある。以
上により本事業については、競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
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（円）
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35 （独）交通安全環境研究所
陸・海・空の事故防止技術、ナノ
テクノロジーを活用したプラス
チックの研究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年5月25日 8,001,864

　独立行政法人交通安全環境研究所との間で締結している
陸・海・空の事故防止技術、ナノテクノロジーを活用したプラ
スチックの研究については、本研究を円滑かつ的確に実施す
ることができるのは、公正・中立な機関として交通機関の安
全・環境に係る技術の研究を行っている唯一の機関であり、
事故防止技術の開発においては交通機関の保安基準適合
性の審査を行っていることから装置の性能やその基準に関し
専門的知見を有し、ナノテクノロジーを活用したプラスチック
の研究開発においては鉄道の安全や環境に関する各種の試
験・研究を実施し、特にプラスチック材料の鉄道への適用性
を検討する上で も重要と考えられる難燃性については、鉄
道車両材料の燃焼性試験を実施する研究機関として多くの
研究実績とデータを蓄積し、これまでに得られた知見、経験を
有効に活用できる当該法人のみであり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

36 （独）国際観光振興機構
香港国際旅遊交易会（ITE2005）
へのビジット・ジャパン・キャン
ペーンブース出展参加

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年5月25日 6,291,736

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している香
港国際旅游交易会へのビジット・ジャパン・キャンペーンブー
ス出展参加については、より効果的なビジット・ジャパン・キャ
ンペーン事業実施の観点から企画競争を実施した結果、当
該法人が契約の相手方として選定されたものであり、競争を
許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

37 （独）国際観光振興機構
中国市場における旅行会社企
画・販売担当者対象訪日スペ
シャリスト育成研修事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年5月25日 16,000,946

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している中
国市場における旅行会社企画・販売担当者対象訪日スペ
シャリスト育成研修事業については、より効果的なビジット・
ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画競争を実施
した結果、当該法人が契約の相手方として選定されたもので
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

38
（財）港湾空間高度化環境研
究センター

港湾地域における排出ガス対策
調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年6月1日 7,497,000

　財団法人港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結
している港湾地域における排出ガス対策調査については、マ
ルポール条約に係る「海洋汚染等及び海上災害の防止に関
する法律（以下海防法）」に規定されているVOC規制のため
の基準の検討を行うものであり、マルポール条約や海防法を
熟知するとともに、港湾の環境や管理・運営等多岐にわたる
幅広い知識と総合的な調査研究能力を有している他、公正、
中立な立場で検討を実施できる機関であることが必要である
が、これらの要件を満たしているのは当該法人のみであり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

39 （社）日本観光協会
台湾個人客の訪日旅行促進の
ための映画等ロケ地を活用した
インバウンド商品造成事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年6月1日 4,988,000

　社団法人日本観光協会との間で締結している台湾個人客
の訪日旅行促進のための映画等ロケ地を活用したインバウ
ンド商品造成事業については、より効果的なビジット・ジャパ
ン・キャンペーン事業実施の観点から企画競争を実施した結
果、当該法人が契約の相手方として選定されたものであり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

40 （独）国際観光振興機構
英国World Travel
Market(WTM)2005への出展料

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年6月7日 4,425,883

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している英
国 World Travel Market 2005への出展については、より効果
的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企
画競争を実施した結果、当該法人が契約の相手方として選
定されたものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）
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41
（財）地域伝統芸能活用セン
ター

地域伝統芸能全国フェスティバ
ルやまがた等を契機とした台湾
からの観光客誘致プロモーショ
ン事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年6月10日 9,062,548

　財団法人地域伝統芸能活用センターとの間で締結している
地域伝統芸能全国フェスティバルやまがた等を契機とした台
湾からの観光客誘致プロモーション事業については、より効
果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から
企画競争を実施した結果、当該法人が契約の相手方として
選定されたものであり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

42 （財）鉄道総合技術研究所
福知山線列車脱線事故の列車
の速度・位置の分析

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年6月10日 55,566,000

　財団法人鉄道総合技術研究所との間で締結している福知
山線列車脱線事故の列車の速度・位置の分析については、
事故原因の究明のために実施する調査である。事故調査に
おいては、関係法規に基づき、事故原因の究明のための調
査を速やかに実施し、報告書をできる限り早く公表することに
より、事故防止に寄与する必要がある。当該者は本件事故調
査に関し、鉄道技術に専門的かつ高度な知識を有しており、
実施目的を緊急かつ適確に遂行できる唯一の者であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの(１８年度か
ら公募手続きを行う)

公募手続
きを導入

43 （財）日本交通公社 年間旅行量調査
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年6月10日 3,240,000

　財団法人日本交通公社との間で締結している年間旅行量
調査については、旅行参加率の補正、旅行実施月の割り戻
し作業など、この調査における無回答データを近年の旅行動
向分析データに基づいて補正が行えるとともに、過去の経験
や近年の旅行需要の把握により、その調査結果に対する的
確な要因分析が行え、調査を無駄なく円滑に実施できるの
は、従来から本調査を実施してきている当該法人のみであ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

44 （独）海上技術安全研究所
苫小牧港における平水区域見直
しのための調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年6月15日 187,167

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
苫小牧港における平水区域見直しのための調査について
は、海洋構造物や海底地形が波浪に与える影響についての
知見が必要であり、また、本調査結果は航行区域の見直しが
可能かどうかを決める重要な判断を要するため公正な立場
にある機関が実施する必要があるが、これらを満たしている
のは当該法人のみであり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

45 （財）日本造船技術センター
翼効果を利用したマイクロバブ
ルシステムの実用可能性調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年6月16日 9,975,525

　財団法人日本造船技術センターとの間で締結している翼効
果を利用したマイクロバブルシステムの実用可能性調査につ
いては、船体構造の把握並びに船体改造及び実船試験の監
督を実施し得る知識と経験が必要である。当該法人は、平成
１６年度に本調査の基礎調査を遂行し十分な成果を上げ、本
調査に必要なWAIPに関する知識を有している唯一の者であ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

46 （独）国際観光振興機構
日韓文化交流展への「ビジット・
ジャパン・キャンペーン」ブース出
展参加

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年6月16日 3,479,625

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している日
韓文化交流展へのビジット・ジャパン・キャンペーンブース出
展参加については、より効果的なビジット・ジャパン・キャン
ペーン事業実施の観点から企画競争を実施した結果、当該
法人が契約の相手方として選定されたものであり、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

47 （独）国際観光振興機構
日中観光交流セミナー等実施事
業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年6月20日 9,737,738

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している日
中観光交流セミナー等実施事業については、より効果的なビ
ジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画競争
を実施した結果、当該法人が契約の相手方として選定された
ものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

48
（財）国際観光サービスセン
ター

仏語旅行ガイドブック「ロンリープ
ラネット日本」著者招請事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年6月21日 1,765,962

　財団法人国際観光サービスセンターとの間で締結している
仏語旅行ガイドブック「ロンリープラネット日本」著者招請事業
については、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事
業実施の観点から企画競争を実施した結果、当該法人が契
約の相手方として選定されたものであり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

49
（財）国際観光サービスセン
ター

米国ツアーオペレーター招請事
業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年6月21日 5,689,629

　財団法人国際観光サービスセンターとの間で締結している
米国ツアーオペレーター招請事業については、より効果的な
ビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画競
争を実施した結果、当該法人が契約の相手方として選定され
たものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

50 （独）国際観光振興機構

第２０回シュレースビッヒ・ホル
シュタイン音楽祭におけるビジッ
ト・ジャパン・キャンペーン広報事
業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年6月29日 1,147,095

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している第２
０回シュレースビッヒ・ホルシュタイン音楽祭におけるビジット・
ジャパン・キャンペーン広報事業については、より効果的なビ
ジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画競争
を実施した結果、当該法人が契約の相手方として選定された
ものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

51 （財）運輸政策研究機構
公共交通事業者等が講ずべき
外国人観光旅客に対する情報
提供促進措置に関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年7月1日 10,000,000

　財団法人運輸政策研究機構との間で締結している公共交
通事業者等が講ずべき外国人観光旅客に対する情報提供
促進措置に関する調査については、交通運輸のあり方に関
するデータ及び観光振興の観点からのデータを使用する必
要があるが、これらのデータをを保有しているのは当該法人
のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

52 （財）日本交通公社
通訳案内業にかかる訪日外国
人接遇向上調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年7月1日 11,182,500

　財団法人日本交通公社との間で締結している通訳案内業
にかかる訪日外国人接遇向上調査については、外国人旅行
者の通訳ガイドに対するニーズを十分把握しているとともに、
平成１５年度に実施した「旅行会社における訪日外国人接遇
向上調査」により得られたデータを踏まえて提言を行う必要
があるが、これらを満たしているのは、平成１５年度の上記調
査を実施し、かつ豊富な知識、経験、ノウハウを持つ当該法
人のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

53 （財）日本造船技術センター
供与船舶のメンテナンスシステ
ム整備協力調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年7月1日 3,002,128

　財団法人日本造船技術センターとの間で締結している供与
船舶のメンテナンスシステム整備協力調査については、調査
結果を政府開発援助業務において世界的に使用することか
ら公正かつ中立性の確保が必要であり、また、昨年度作成し
た中間報告書を 終的に完成させるものであることから、実
施できるのは当該法人のみであり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

54 （独）海上技術安全研究所
先進安全航行支援システム
（INT-NAV）の調査研究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年7月1日 5,002,674

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
先進安全航行支援システム（INT-NAV）の調査研究について
は、船舶の運航形態等に関する専門的知識のみならず、実
用化に必要な評価を実施する能力を有していること、及び研
究の結果は国の基準に反映されるため、中立的な立場で業
務を実施することが必要であるが、これらを満たしているのは
当該法人のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

55 （独）港湾空港技術研究所
平成１７年度工事用作業船によ
る浮流重質油回収システムの研
究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年7月1日 16,374,618

独立行政法人港湾空港技術研究所との間で締結している平
成１７年度工事用作業船による浮流重質油回収システムの
研究の実施に当たっては、理学・工学的研究遂行能力及び
研究実績を有するとともに、海洋浮遊油の特性を再現した模
型実験ができる施設と技術力が必要であり、このような水槽
は(独)港湾空港技術研究所の所有する「油回収実海域再現
水槽」のみである。また、行政的な見地に立ち、公正かつ中
立的な立場から確実に業務を実施できることが必要でありあ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

56 （独）港湾空港技術研究所
平成１７年度港湾整備の計画・
設計に関する研究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年7月1日 30,999,978

　独立行政法人港湾空港技術研究所との間で締結している
平成１７年度港湾整備の計画・設計に関する研究について
は、高精度波浪変形計算モデル（NOWT-PARI）、油回収実海
域再現水槽並びに連続的かつ直接海浜変形が観測可能な
波崎海洋観測施設において蓄積された海浜変形データと
いった(独)港湾空港技術研究所のみが所有するノウハウや
施設が必要である。また、行政的な見地に立ち、公正かつ中
立的な立場から確実に業務を実施できることが求められ、こ
れらを有しているのは当該法人のみであり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

57 （独）国際観光振興機構
ビジット・ジャパン・キャンペーン
事業重点地域市場動向調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年7月1日 37,120,541

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結しているビ
ジット・ジャパン・キャンペーン重点地域市場動向調査につい
ては、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施
の観点から企画競争を実施した結果、当該法人が契約の相
手方として選定されたものであり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

58
（財）建築技術教育普及セン
ター

平成１７年度建築基準適合判定
資格者検定実施補助業務（一
式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成17年7月1日 2,470,608

本業務は、建築基準適合判定資格者検定の受検申込者の
データ等について、処理の迅速化及び正確化を図ることによ
り、検定業務の効率化を推進し、円滑な検定実施体制の確
立を図ることを目的とするものである。本業務を遂行するため
には、請負者が国家試験である建築基準適合判定資格者検
定のデータ処理から分析までを厳重な機密保持の体制の
下、極めて短時間にかつ正確に処理するための高度な専門
知識と豊富なノウハウを有したスタッフを有することが必要で
ある。（財）建築技術教育普及センターは、建築士法第15条
の2第1項に基づき唯一指定された中央指定試験機関として、
国家試験である一級建築士試験に関する事務を昭和58年よ
り行っているところであるが、その業務においては厳重な機
密保持体制が確立されているとともに、一級建築士試験に携
わる建築基準関係規定に精通したスタッフを有している。ま
た、同センターは採点及び採点結果等のデータ分析について
も長年の経験に基づいた豊富なノウハウを有しており、本業
務を短期間にかつ正確に処理する能力を有する者である。
以上のことから、（財）建築技術教育普及センターは本業務を
行うことが可能である唯一の者であり、本業務について同セ
ンターと随意契約を締結するものである。  （会計法第29条の
3第4項）

会計法第２９条の３第
４項

見直の余地があるも
の

一般競争
入札等に
移行するた
めの準備
に時間を要
するもの
（18年度契
約では、企
画競争を
実施）

59
（財）日本建設情報総合セン
ター

電子入札システム機能改良業務
（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成17年7月4日 26,985,000

本業務は、国土交通省の物品・役務に係る電子入札実施の
ための国土交通省電子入札システム（物品・役務）（以下「本
システム」という。）について発注者・応札者の利便性の向上
を図るため機能改良を行なうものである。システム機能改良
業務は、①入札書の提出後の辞退届け機能改良②商業登
記認証対応のための環境設定③指名通知書の事前作成機
能の追加④他機関調達案件処理機能改良⑤調達案件修正
機能追加を行わせるものであり、本システムの機能向上・強
化を図るものであることから、当該業務を適切に行うために
は、本システム及び本システムの中枢をなすコアシステムに
ついて熟知した者でなければならない。上記法人は、コアシ
ステムの設計・開発を行った者であり、コアシステムについて
十分熟知し必要とする技術力を有している。また同法人は、
コアシステムを改良し国土交通省用として本システムを開発
した者であることから、本システムについても十分熟知し必要
とする技術力を有しており、同法人以外に、これらの要件を満
たす者は存しない。以上のことから、同法人は本システム及
びコアシステムの双方を熟知した唯一の者であり、当該業務
を適切に遂行できるのは、同法人しか考えられない。なお、
同法人は昨年度「電子入札システム機能改良及び環境整備
業務」を行い、適正に業務を履行した。よって、会計法第29条
の3第4項、政府調達に関する協定第15条第1項（ｄ）「互換
性」、国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定め
る政令第13条第1項第2号の規定を適用し、上記法人と随意
契約を締結するものである。

会計法第２９条の３第
４項

見直しの余地があるも
の

一般競争
等に移行
することと
したもの



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量
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その所属する部局の名称及
び所在地

60
（財）港湾空間高度化環境研
究センター

平成１７年度産業動向分析調査
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年7月11日 9,292,500

　財団法人港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結
している平成１７年度産業動向分析調査については、臨海部
に影響を及ぼす産業の土地利用動向・港湾物流動向につい
て調査・分析を行うものである。本業務を実施するにあたり、
港湾・臨海部空間及びその関連分野に関する調査研究や情
報・資料収集について高度かつ幅広い知見を有していること
が必要である。また、個別企業の情報も含まれることから、中
立的な立場から適切な情報管理能力を有することが必要で
ある。当該法人は、これら業務実施に必要となるすべての要
件を満たしている唯一の者であり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

61
（財）港湾空間高度化環境研
究センター

みなとの観光振興調査
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年7月11日 36,802,500

　財団法人港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結
しているみなとの観光振興調査については、みなとを活かし
た観光振興による地域の活力向上を図るため、みなとを有す
る地域の多様な主体が一体となってみなと観光交流空間の
形成を図るための方策について検討を行うものである。本事
業を実施するにあたり、関係法規等の熟知に加え、計画立案
に豊富な経験を有する等、港湾を活用した地域活性化に関し
て、高度かつ幅広い知見を必要とする。また、関係団体・港
湾利用者等に対し、意見交換及びアンケート調査を行うた
め、適切な情報管理を必要とし、中立的な立場での業務遂行
と厳格な守秘義務が求められるが、これらの要件を満たして
いるのは当該法人のみであり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

62 （社）日本港湾協会
平成１７年度港湾行政のマネジ
メントに関する検討調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年7月11日 19,950,000

　社団法人日本港湾協会との間で締結している平成１７年度
港湾行政のマネジメントに関する検討調査については、港湾
行政のマネジメント指標検討にあたっての港湾の利用状況等
に関する各種の統計・資料をはじめとして、港湾活動に関す
る各種の統計・資料・情報に精通していることが不可欠であ
り、また、公平・中立な立場で有識者等の意見を聞きながら
検討を行う必要がある。さらには、当該法人は、国および港
湾管理者から委託を受けた港湾調査研究活動について多く
の実績も有しており、特に、当局発注の「平成16年度　港湾
行政マネジメントに関する検討調査」においては極めて優秀
な成果を納めており、今年度は同調査の検討結果を活用す
る必要があり、これらの能力を保有する唯一の者であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

63
（財）港湾空間高度化環境研
究センター

平成１７年度沿岸域における適
切な水域活用等促進に関する調
査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年7月12日 6,856,500

　財団法人港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結
している平成１７年度沿岸域における適切な水域活用等促進
に関する調査については、ケーススタディとして、東京港京浜
運河における既存インフラの利用転換、水域の調整や水域
の市民への開放等について総合的に検討するにあたり、港
湾空間の利用の高度化等に関する多方面かつ高度にわたる
知見を総合的に有しているのは当該法人のみであり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

64 （財）日本舶用品検定協会
船舶のバラスト水処理装置の承
認に関する調査及び検討

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年7月19日 2,362,885

　財団法人日本舶用品検定協会との間で締結している船舶
のバラスト水処理装置の承認に関する調査及び検討につい
ては、我が国におけるバラスト水処理装置の認証基準策定
に必要な調査であることから、中立性の確保が必要である
が、これを満たしているのは当該法人のみであり、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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65 （独）海上技術安全研究所
船舶の船型・設備に関する省エ
ネルギー法の判断基準に関する
調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年7月22日 1,889,100

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
船舶の船型・設備に関する省エネルギー法の判断基準に関
する調査については、調査結果をエネルギー使用の合理化
に関する法律に基づき国土交通省が定めこととされている判
断基準の策定作業に反映する予定であることから、公正かつ
中立性の確保が必要であるが、この要件を満たしているのは
当該法人のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

66 （財）運輸政策研究機構 第１０回大都市交通センサス
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年7月25日 95,000,000

　財団法人運輸政策研究機構との間で締結している第１０回
大都市交通センサスについては、本業務の事前調査として前
年度に実施した大都市交通センサス準備調査業務の結果を
十分に把握しているとともに、調査手法のノウハウや過去の
経験・実績をフルに活用しなければ円滑かつ的確に実施する
ことができないが、これらの要件を満たしているのは、平成１
６年度において上記準備調査業務を実施しているとともに、
過去６回本業務を実施してきた経験と実績がある当該法人の
みであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

67 （独）国際観光振興機構
バンクーバーAddison Travel
Trade Showへのビジット・ジャパ
ン・キャンペーンブース出展事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年7月25日 1,307,126

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結しているバ
ンクーバー Addison Travel Trade Showへのビジット・ジャパ
ン・キャンペーンブース出展事業については、より効果的なビ
ジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画競争
を実施した結果、当該法人が契約の相手方として選定された
ものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

68 （独）国際観光振興機構
タイInternational Travel Fair
2005出展事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年7月28日 2,172,496

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結しているタイ
International Travel Fair 2005出展事業については、より効果
的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企
画競争を実施した結果、当該法人が契約の相手方として選
定されたものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

69 （独）国際観光振興機構
シンガポールNATAS Holidays
2005出展事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年7月28日 5,664,216

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結しているシン
ガポールNATAS Holidays 2005出展事業については、より効
果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から
企画競争を実施した結果、当該法人が契約の相手方として
選定されたものであり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

70 （独）海上災害防止センター
平成１７年度有害液体物質汚染
対策協力事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年7月29日 14,999,058

　独立行政法人海上災害防止センターとの間で締結している
平成１７年度有害液体物質汚染対策協力事業については、
海上防災に関する国際協力事業であり、海上における有害
液体物質流出事故の防除等海上防災に関する高度な知識、
技術及び経験を有するとともに、技術協力のための確立され
た教育能力と訓練設備を有していることが必要不可欠である
が、これらを満たしているのは、総合的な海上防災訓練設備
及び職員を有している日本で唯一の者である当該法人のみ
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

71
（財）国際観光サービスセン
ター

北海道観光ビジネスフォーラム・
英語圏関係者招請事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月1日 5,233,106

　財団法人国際観光サービスセンターとの間で締結している
北海道観光ビジネスフォーラム・英語圏関係者招請事業につ
いては、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実
施の観点から企画競争を実施した結果、当該法人が契約の
相手方として選定されたものであり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）
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72 （財）日本交通公社
観光ルネサンス補助制度評価検
討事項の作成業務

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月1日 4,935,000

　財団法人日本交通公社との間で締結している観光ルネサ
ンス補助制度評価検討事項の作成業務については、一定の
要件を備えた民間団体（認定構想推進事業者）が地域の観
光振興のための事業計画に対し評価するものであることか
ら、観光地等評価の能力を有しているとともに、全国８千を超
える観光資源を対象にした観光資源評価に基づく「全国観光
資源台帳」を使用することが必要であるが、同台帳を構築し
保有しているのは当該法人のみであり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

73 （社）日本観光協会 台湾市場動向調査
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月1日 3,465,000

　社団法人日本観光協会との間で締結している台湾市場動
向調査については、より効果的なビジット・ジャパン・キャン
ペーン事業実施の観点から企画競争を実施した結果、当該
法人が契約の相手方として選定されたものであり、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

74 （社）日本観光協会
台湾個人旅行客の訪日旅行促
進のための旅行商品販売支援
事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月1日 3,570,000

　社団法人日本観光協会との間で締結している台湾個人旅
行客の訪日旅行促進のための旅行商品販売支援事業につ
いては、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実
施の観点から企画競争を実施した結果、当該法人が契約の
相手方として選定されたものであり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

75 （社）日本観光協会
訪日台湾教育旅行関係者招請
事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月1日 3,675,000

　社団法人日本観光協会との間で締結している訪日台湾教
育旅行関係者招請事業については、より効果的なビジット・
ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画競争を実施
した結果、当該法人が契約の相手方として選定されたもので
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

76 （社）日本観光協会

台北国際旅行博におけるビジッ
ト・ジャパン・キャンペーンブース
出展及び意見交換会の実施事
業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月1日 12,915,000

　社団法人日本観光協会との間で締結している台北国際旅
行博におけるビジット・ジャパン・キャンペーンブース出展及び
意見交換会の実施事業については、より効果的なビジット・
ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画競争を実施
した結果、当該法人が契約の相手方として選定されたもので
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

77 （独）国際観光振興機構
シンガポール訪日セミナー・ジャ
パンミュージックフェスタ開催事
業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月1日 4,571,480

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結しているシン
ガポール訪日セミナー・ジャパンミュージックフェスタ開催事業
については、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事
業実施の観点から企画競争を実施した結果、当該法人が契
約の相手方として選定されたものであり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

78 （財）運輸政策研究機構
国土交通省所管事業分野にお
ける個人情報保護法の運用検
討業務

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月4日 7,728,000

　財団法人運輸政策研究機構との間で締結している国土交
通省所管事業分野における個人情報保護法の運用検討業
務については、平成１６年度の「国土交通省所管分野に係る
個人情報保護法等の運用に係る調査」で行った事業者への
アンケート等の調査結果及び調査で収集した情報を基に個
人情報の取扱いについて 終報告を取りまとめるものである
が、これらの調査結果及び取りまとめに必要となるアンケート
等のバックデータを保有しているのは、昨年度の上記調査を
実施した当該法人のみであり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの
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79 （独）国際観光振興機構
独国シュツットガルト「CMT2006」
へのビジット・ジャパン・キャン
ペーン出展事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月4日 1,421,133

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している独
国シュツットガルト CMT2006へのビジット・ジャパン・キャン
ペーン出展事業については、より効果的なビジット・ジャパン・
キャンペーン事業実施の観点から企画競争を実施した結果、
当該法人が契約の相手方として選定されたものであり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

80 （株）フォーカスシステムズ
自動車輸送統計集計システム機
能追加

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月5日 4,452,000

　株式会社フォーカスシステムズとの間で締結している自動
車輸送統計集計システム機能追加については、本システム
及びＯＣＲシステムの連動性を損なうことなく、迅速かつ確実
に実施するため本システムのデータ、処理フロー及びシステ
ム内容を熟知している必要がある。当該業者は、本システム
及びＯＣＲシステムの開発を行った者であり、システムの仕
様、設計内容、システム構成及びデータ構成等のシステム全
体にわたる知識を有している唯一の者であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

81 （独）海上技術安全研究所 船舶動静把握システム開発
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月5日 4,572,689

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
船舶動静把握システム開発については、本システムを完成さ
せるには運用試験が必須となるが、これに必要となる船舶の
情報は各社の機密事項であるため、情報管理能力をもった
公的機関でなければならない。当該法人は、海上輸送に関す
る高精度なデータ処理・解析処理技術及び船舶情報の管理
能力を備えた唯一の公的機関であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

82 （独）国際観光振興機構
日本の祭 2005 Matsuri Japan
2005開催

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月10日 13,284,950

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している
Matsuri Japan 2005開催事業については、より効果的なビ
ジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画競争
を実施した結果、当該法人が契約の相手方として選定された
ものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

83
（財）港湾空間高度化環境研
究センター

港湾調査共通集計システム構築
に向けた検討調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月12日 13,209,000

　財団法人港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結
している港湾調査共通集計システム構築に向けた検討調査
については、独立行政法人通関情報処理センターが保有す
るデータ（ＮＡＣＣＳ関連情報）及び港湾ＥＤＩデータを港湾調査
集計用データとして活用するシステムを構築するため、ＮＡＣ
ＣＳ関連情報等について詳細な部分まで熟知しているととも
に、平成１６年度に実施した実態調査の分析及び概要設計を
十分理解している必要があるが、これらを満たしているのは、
ＮＡＣＣＳデータの港湾管理者向け配信や港湾ＥＤＩシステム
の開発運営を行っており、かつ昨年度の上記実態調査を実
施した当該法人のみであり、競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

84 （独）海上技術安全研究所
与那国島と台湾の間の海域の気
象・海象に関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月12日 191,643

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
与那国島と台湾の間の海域の気象・海象に関する調査につ
いては、気象・海象データ解析手法を熟知していることが必
要であり、また、本調査結果は航行区域の見直しが可能かど
うかを決める重要な判断を要するため公正な立場にある機関
が実施する必要があるが、これらを満たしているのは当該法
人のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

85 （独）国際観光振興機構
中国遼寧・東アジア国際観光博
覧会(EAITF2005)への出展事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月12日 8,406,720

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している中
国遼寧・東アジア国際観光博覧会への出展事業について
は、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の
観点から企画競争を実施した結果、当該法人が契約の相手
方として選定されたものであり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

86 （財）運輸政策研究機構
生体認証技術の活用による空港
の旅客手続きのあり方に関する
調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月15日 20,000,000

　財団法人運輸政策研究機構との間で締結している生体認
証技術の活用による空港の旅客手続きのあり方に関する調
査については、生体認証及び交通行政全般についての精通
度並びに政策立案に関する提言能力等を評価するために企
画競争を実施した結果、当該法人が契約の相手方として選
定されたものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

87
（社）日本ツーリズム産業団体
連合会

平成１７年度２／４半期ビジット・
ジャパン・キャンペーン重点市場
等におけるＶＪＣ事業指導・監督
及び訪日ツーリズム状況調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月15日 4,862,030

　社団法人日本ツーリズム産業団体連合会との間で締結して
いる平成１７年度２／４半期ビジット・ジャパン・キャンペーン
重点市場等におけるＶＪＣ事業指導・監督及び訪日ツーリズ
ム状況調査については、より効果的なビジット・ジャパン・キャ
ンペーン事業実施の観点から企画競争を実施した結果、当
該法人が契約の相手方として選定されたものであり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

88
（社）全国軽自動車協会連合
会

自動車燃料消費量調査第二次
予備調査に係る軽自動車車両
データディスク作成

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月16日 2,238,390

　社団法人全国軽自動車協会連合会との間で締結している
自動車燃料消費量調査第二次予備調査に係る軽自動車車
両データディスク作成については、「軽自動車の検査に係る
情報の取扱いに関する基本方針（平成１３年８月２８日付け
理事長達第９号）」により、これを行える唯一の承認機関が当
該法人であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（基
本方針の見直しを検
討し企画競争を実施）

89 （独）海上技術安全研究所
小型船舶の利用時における環境
負荷の測定方法に関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月17日 2,203,828

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
小型船舶の利用時における環境負荷の測定方法に関する調
査については、国内外の環境基準や環境負荷の測定方法に
対する知識、経験が必要であり、また調査結果は今後の基
準策定等のための基礎資料となるものであるため、中立的な
機関で実施することが必要である。当該法人は、船舶機関か
らの排ガス規制に対応するためのモニタリング技術の研究等
を実施しており、環境負荷の基準策定や測定方法に精通して
いるとともに、中立的な機関である唯一の者であり、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

90
（財）交通エコロジー・モビリ
ティ財団

交通事業者向けバリアフリー人
材育成プログラム調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月22日 4,979,688

　財団法人交通エコロジー・モビリティ財団との間で締結して
いる交通事業者向けバリアフリー人材育成プログラム調査に
ついては、交通バリアフリーに関する専門的知見並びに豊富
な経験と実績及び情報を有していることが必要であるが、こ
れらを満たしているのは、バリアフリー人材育成に関するプロ
グラムやマニュアルの作成及びこれを基にした研修等を従来
から実施してきている当該法人のみである。また、当該法人
は、交通バリアフリー法に基づき、バリアフリー化を促進する
ための調査・研究、情報収集・提供及び所要の助言・指導等
を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして、
指定法人に指定されている唯一の法人でもある。以上により
本調査については、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）
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91 （独）国際観光振興機構
カナダ　ビジット・ジャパン・キャン
ペーン推進会実施事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月23日 13,932,965

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結しているカ
ナダ　ビジット・ジャパン・キャンペーン推進会実施事業につい
ては、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施
の観点から企画競争を実施した結果、当該法人が契約の相
手方として選定されたものであり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

92 （財）運輸政策研究機構
第４回全国幹線旅客純流動調査
補充調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月24日 15,000,000

　財団法人運輸政策研究機構との間で締結している第４回全
国幹線旅客純流動調査補充調査については、幹線バス及び
幹線旅客船に係るデータを基に集計・分析を行うものである
が、このデータを保有しているのは当該法人のみであり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

93 （財）自動車検査登録協力会
消費量調査第二次予備調査に
係る登録車両データディスク作
成

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月24日 1,286,250

　財団法人自動車検査登録協力会との間で締結している消
費量調査第二次予備調査に係る登録車両データディスク作
成については、本業務で使用する自動車交通局保有のデー
タについては「自動車の登録・検査に係る情報の取扱いに関
する基本方針」により、情報の管理は当該法人で行われるこ
ととなっており、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（基
本方針の見直しを検
討し企画競争を実施）

94 （独）国際観光振興機構
シンガポール・タイ　ビジット・ジャ
パン・キャンペーン推進会等に係
る会議等の実施

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月24日 4,293,930

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結しているシン
ガポール・タイ　ビジット・ジャパン・キャンペーン推進会等に
係る会議等の実施については、より効果的なビジット・ジャパ
ン・キャンペーン事業実施の観点から企画競争を実施した結
果、当該法人が契約の相手方として選定されたものであり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

95 （独）国際観光振興機構
英国World Travel
Market(WTM)2005へのビジット・
ジャパン・キャンペーン出展事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月24日 8,784,102

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している英
国 World Travel Market 2005へのビジット・ジャパン・キャン
ペーン出展事業については、より効果的なビジット・ジャパン・
キャンペーン事業実施の観点から企画競争を実施した結果、
当該法人が契約の相手方として選定されたものであり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

96 （独）国際観光振興機構
米国西海岸訪日ツアー販売強化
事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年8月29日 10,135,688

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している米
国西海岸訪日ツアー販売強化事業については、より効果的
なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画
競争を実施した結果、当該法人が契約の相手方として選定さ
れたものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

97 （財）交通統計研究所 幹線鉄道旅客流動実態調査
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月1日 107,100,000

　財団法人交通統計研究所との間で締結している幹線鉄道
旅客流動実態調査については、少なくとも特定の１日におけ
る同程度の鉄道に関する統計調査の実績が必要である。ま
た、鉄道の営業成績に係るデータを取り扱うという本調査の
性質上、鉄道事業者と良好な協力関係を構築しなければ、適
切な情報を得られない。当該法人は、交通統計の理論及び
方法の研究、並びに調査を行い、交通統計の改善発達及び
その普及を図って交通事業の発展に貢献することを目的とし
て設立された公益法人であり、我が国唯一の交通統計に関
する実証的な調査機関であるとともに、すでに鉄道事業者と
の協力関係を有している唯一の者であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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98 （独）海上技術安全研究所
国内技術基準とＩＳＯ規格との整
合化に関する調査研究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月1日 1,674,719

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
国内技術基準とＩＳＯ規格との整合化に関する調査研究につ
いては、小型船舶における国内技術基準及びＩＳＯ規格の双
方について広範囲かつ高度な知識が必要であり、また、研究
結果により国内技術基準について重要な行政判断を左右す
るものであることから、公正かつ中立的な立場で調査研究を
実施する必要がある。当該法人は、これまでも小型船舶に関
する安全性及び技術基準について調査・研究を実施するとと
もにＩＳＯ規格の制定委員会等に資料を提供するなど、国内
技術基準及びＩＳＯ規格について専門的知識を有するととも
に、中立的な機関である唯一の者であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

99 （独）海上技術安全研究所
船舶からの環境負荷低減技術
確立のための調査研究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月1日 90,736,509

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
船舶からの環境負荷低減技術確立のための調査研究につい
ては、船舶の運航形態、船舶の建造、運航、舶用機関に関す
る専門知識等が要求され、また、研究の一部で環境影響評
価を実施することから、船舶・機関製造者及び使用者のいず
れにも偏らない中立的な立場で調査研究を実施する必要が
ある。当該研究所は船舶、舶用製品等に関するライフサイク
ル・アセスメントによる環境影響評価の研究等を行い十分な
成果を残しており、本調査研究を実施する上で必要な専門的
知識と豊富な実績を有する中立的な機関である唯一の者で
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

100
（財）地域伝統芸能活用セン
ター

日韓青少年伝統芸能交流事業
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月5日 12,030,252

　財団法人地域伝統芸能活用センターとの間で締結している
日韓青少年伝統芸能交流事業については、より効果的なビ
ジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画競争
を実施した結果、当該法人が契約の相手方として選定された
ものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

101 （社）日本旅行業協会
ＹＯＫＯＳＯ！ＪＡＰＡＮトラベル
マート

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月5日 84,790,967

　社団法人日本旅行業協会との間で締結している
YOKOSO！JAPANトラベルマートについては、より効果的な
ビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画競
争を実施した結果、当該法人が契約の相手方として選定され
たものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

102 （財）建設物価調査会
国際比較プログラム（略称ＩＣＰ）
２００５年ラウンドに係る調査及
び数量明細書作成等業務

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月8日 1,617,000

　財団法人建設物価調査会との間で締結している国際比較
プログラム（略称ＩＣＰ）２００５年ラウンドに係る調査及び数量
明細書作成等業務については、建築工事、土木工事及び設
備工事の設計書や資材価格、施工単価等の価格調査の実
態及び諸外国の建設事業に関する専門的知識を有している
ことが必要である。また、ＩＣＰ２００５年ラウンドは２００４年か
ら２００６年までの３ヵ年で一つの業務が完結するものであり、
２年目の本業務を遂行するには１年目の業務を把握している
ことが必要不可欠であるが、当該法人は、国内、国外におけ
る建設資材、建設価格等の研究を行っており、諸外国の建設
事情に関する各種資料の蓄積、分析等極めて豊富な実績を
有しており、また、昨年ＩＣＰ調査業務を受託し、本業務を的確
に実施できる唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

103 （社）日本観光協会
地域の観光振興のための人材
育成事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月9日 4,918,886

　社団法人日本観光協会との間で締結している地域の観光
振興のための人材育成事業については、「観光カリスマ塾」
の開催及び観光カリスマのノウハウを活かした観光地づくり
のためのテキストを作成し、次世代の観光振興を担う人材を
育成しようとするものであるが、当該法人は、平成16年度「観
光カリスマ塾」開催事業を実施しており、その実績を踏まえ円
滑かつ効果的な事業実施が期待でき、テキスト作成について
もこれまで当該法人が実施してきた観光地づくりに関する調
査・研究や観光カリスマの活動内容等を基に効果的に行うこ
とができる唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

104 （財）海上保安協会
平成１７年度密輸・密航取締強
化支援事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月12日 7,785,826

　財団法人海上保安協会との間で締結している平成１７年度
密輸・密航取締強化支援事業については、アジア域の取締
機関の薬物密輸に対する「情報力」を強化するため、２００４
年、当該協会の支援のもと極めて秘匿性の高いｅ－mailシス
テムを利用した情報交換ネットワークを構築した。本事業にお
いても、引続き当該ネットワークを利用した情報交換の促進
について検討することとなるため、秘匿性を保持する観点か
らも、当該協会は本事業を行うことができる、唯一の者であ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの(１８年度か
ら公募手続きを行う)

公募手続
きを導入

105 （社）日本観光協会
台湾向けビジット・ジャパン・キャ
ンペーン情報提供事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月12日 9,075,338

　社団法人日本観光協会との間で締結している台湾向けビ
ジット・ジャパン・キャンペーン情報提供事業については、より
効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点か
ら企画競争を実施した結果、当該法人が契約の相手方として
選定されたものであり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

106
（財）港湾空間高度化環境研
究センター

国際コンテナターミナルにおける
コンテナ搬出入業務の効率化に
関する検討調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月13日 75,421,500

　財団法人港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結
している国際コンテナターミナルにおけるコンテナ搬出入業務
の効率化に関する検討調査については、高度な港湾物流の
状況把握並びに情報化に関する知識のみならず、港湾管理
者や民間事業者との連携・調整等に関する知識が不可欠で
ある。当該法人は、豊富な知識を有しているとともに中立的
に検討できる唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

107
（財）国際観光サービスセン
ター

ビジット・ジャパン・キャンペーン
カナダメディア招請事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月13日 2,438,786

　財団法人国際観光サービスセンターとの間で締結している
ビジット・ジャパン・キャンペーンカナダメディア招請事業につ
いては、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実
施の観点から企画競争を実施した結果、当該法人が契約の
相手方として選定されたものであり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

108
（財）国際臨海開発研究セン
ター

国際比較による港湾投資のあり
方に関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月13日 10,230,000

　財団法人国際臨海開発研究センターとの間で締結している
国際比較による港湾投資のあり方に関する調査については、
現在までの我が国港湾の投資に関する評価を行うとともに、
国際比較・分析に基づき将来の港湾投資や港湾管理のあり
方を検討することを目的としたもので、日本及び欧米港湾の
投資手法や整備・管理に係る法制度を分析する必要がある
とともに、今後国の投資・管理施策に反映されるものであり、
中立的な検討が行われなくてはならない。当該法人は、定常
的に海外の情報収集及び分析調査を行い、かつ中立的立場
で検討を行うことのできる唯一の者であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

109 （財）日本交通公社
平成１７年度旅行・観光産業の
経済効果に関する調査研究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月14日 27,728,760

　財団法人日本交通公社との間で締結している平成１７年度
旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究については、
過去から継続して行ってきている調査研究であり、引き続きこ
れを円滑かつ的確に実施し良質な成果を得るためには、これ
までの調査研究を行った経験を有し、その詳細を十分熟知し
ている者に行わせる必要があるが、これらの要件を満たして
いるのは従来より継続して本調査研究を実施してきている当
該法人のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

110 （財）日本舶用品検定協会
バラスト水処理装置試験のため
の生物分析方法調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月14日 3,797,640

　財団法人日本舶用品検定協会との間で締結しているバラス
ト水処理装置試験のための生物分析方法調査については、
バラスト水処理装置に関する国際基準及び舶用機器の基準
適合性確認試験についての専門的知識と豊富な経験が必要
である。当該法人は、ＩＭＯでのバラスト水処理装置の承認に
関するガイドライン策定作業に関する国際会議に出席もして
おり、また、長年にわたり舶用機器である救命設備、消防設
備等が法令等の基準に適合しているかの確認試験を実施し
てきている団体であるとともに、専門的知識と経験を有してい
る唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

111 （社）交通バリアフリー協議会
交通バリアフリー技術規格調査
研究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月14日 9,922,500

　社団法人交通バリアフリー協議会との間で締結している交
通バリアフリー技術規格調査研究については、十分な調査能
力はもとより、旅客施設や車両の設備機器等に関する幅広
い技術的知見、障害者団体に関する知識及び密接な関係並
びに交通事業者とのネットワークを有していることが必要であ
るが、これらを満たしているのは、バリアフリーに関連する機
器等を扱う多数のメーカー等で構成され、本調査研究に対応
できる幅広い技術的知見を有している当該法人のみであり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

112 （独）国際観光振興機構
オーストラリアビジット・ジャパン・
キャンペーン推進会実施事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月14日 8,010,693

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している
オーストラリア ビジット・ジャパン・キャンペーン推進会実施事
業については、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン
事業実施の観点から企画競争を実施した結果、当該法人が
契約の相手方として選定されたものであり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

113 （財）沿岸技術研究センター
港湾技術基準の指定性能評価
検討調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月16日 9,450,000

　財団法人沿岸技術研究センターとの間で締結している港湾
技術基準の指定性能評価検討調査については、公平・中立
的な立場及び性能規定に関する事項や指定性能評価機関
に係る制度等について幅広い知見を有している必要がある。
当該法人は、平成１４年度より技術基準の性能規定化に関
する調査を行っており、本調査で必要とするすべての要件を
満たしている唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

114 （財）建設業振興基金
第１１回平成１７年度建設業構造
基本調査業務（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月16日 16,803,704

本調査においては、平成１４年度の調査票をベースとしつつ、
建設産業における重層下請構造下における経営状況、取引
実態など産業構造の実態等を把握できる設計を行い、調査
票を作成する必要があるため、前回調査を行っている同基金
の調査設計についての分析力、統計手法に関する知識・検
討手法を活用することが必要である。以上を踏まえて本事業
を円滑かつ確実な対応を行うことができる唯一の機関は（財）
建設業振興基金である。（会計法第２９条の３第４項、予決令
第１０２条の４第３項）

会計法第２９条の３第
４項

見直の余地があるも
の

一般競争
入札等に
移行するも
の
（次回調査
の平成２０
年より実
施）

115 （財）鉄道総合技術研究所
平成１７年度運転士の資質向上
策の検討

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月20日 9,775,500

　財団法人鉄道総合技術研究所との間で締結している平成１
７年度運転士の資質向上策の検討については、運転士として
適正があるかどうかの適性検査の信頼性の検証を行う必要
があるため、日常運転士がどのような状況下におかれている
か良く理解していること、また、鉄道技術全般について豊富な
知見と人材を有していることが必要である。当該法人は、人
間科学等鉄道技術全般に関して豊富な知見と人材を有して
いる唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

116 （独）交通安全環境研究所
バイオマス燃料対応自動車開発
促進調査事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月20日 32,944,800

　独立行政法人交通安全環境研究所との間で締結している
バイオマス燃料対応自動車開発促進調査事業については、

新の排出ガス低減技術・燃料関係技術に精通している必
要があり、また、国民の安全な生活や健康確保に直接関係
する安全性能や環境性能に関わる技術についての調査を行
うことから、公正かつ中立的な立場で調査を実施する必要が
ある。当該法人は、自動車の排出ガス性能、燃料変化に対す
る影響に関わる多方面の研究を実施しており、 新の技術に
精通し、また研究用の排出ガス試験設備も多く有しているとと
もに、中立的な機関である唯一の者であり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

117 （財）日本交通公社
高齢者のニーズに対応した質の
高い観光・リゾート地の形成等方
策に関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月21日 7,013,190

　財団法人日本交通公社との間で締結している高齢者の
ニーズに対応した質の高い観光・リゾート地の形成等方策に
関する調査については、観光産業開発などに関する十分な
知見と経験、分析能力を有するとともに、国内観光における
高齢者を含めた旅行者の嗜好・ニーズといった流動的な国内
観光市場の動向を継続的に把握していることが必要である
が、これらを満たしているのは、「観光白書」のための基礎調
査や旅行動態調査など、我が国の旅行市場に関する基礎数
値の作成を行っているほか、海外旅行市場や国内旅行市場
の実態調査を数多く実施している当該法人のみであり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

118
（財）国際観光サービスセン
ター

ビジット・ジャパン・キャンペーン
スキーツアー促進事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月22日 4,872,189

　財団法人国際観光サービスセンターとの間で締結している
ビジット・ジャパン・キャンペーンスキーツアー促進事業につい
ては、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施
の観点から企画競争を実施した結果、当該法人が契約の相
手方として選定されたものであり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）
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119 （独）国際観光振興機構
独国ＩＴＢベルリン2006への出展
料

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月22日 3,499,316

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している独
国ＩＴＢベルリン2006への出展については、より効果的なビ
ジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画競争
を実施した結果、当該法人が契約の相手方として選定された
ものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

120
（社）日本ツーリズム産業団体
連合会

平成１７年度３／４半期ビジット・
ジャパン・キャンペーン重点市場
等におけるＶＪＣ事業指導・監督
及び訪日ツーリズム状況調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月26日 4,717,600

　社団法人日本ツーリズム産業団体連合会との間で締結して
いる平成１７年度３／４半期ビジット・ジャパン・キャンペーン
重点市場等におけるＶＪＣ事業指導・監督及び訪日ツーリズ
ム状況調査については、より効果的なビジット・ジャパン・キャ
ンペーン事業実施の観点から企画競争を実施した結果、当
該法人が契約の相手方として選定されたものであり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

121 （独）国際観光振興機構
中国国際旅游交易会
(CITM2005)への出展事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月27日 6,394,390

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している中
国国際旅游交易会への出展事業については、より効果的な
ビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画競
争を実施した結果、当該法人が契約の相手方として選定され
たものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

122 （独）港湾空港技術研究所
内湾窒素循環過程における干
潟・浅海域－湾央域生態系の相
互作用の解明に関する研究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月28日 16,780,194

独立行政法人港湾空港技術研究所との間で締結している内
湾窒素循環過程における干潟・浅海域－湾央域生態系の相
互作用の解明に関する研究は、干潟・浅海域の生態系によ
る自然浄化機能を定量的に評価するものであるため、沿岸
域における物質循環や生態系に関する十分な知見を有する
とともに、関連研究等について熟知している必要がある。内
湾域における窒素循環過程の解明に対しては現場での観測
が必要不可欠であるが、現場は多岐にわたる複雑な現象が
混在する場であり、原因と結果の因果関係を定量的に証明
することが困難になる場合がある。一方、小規模での室内実
験では、環境条件の制御は容易であるが、現場で起こる現象
のごく一部しか再現できない。環境条件を制御しながら現場
の現象を再現するには（実験室ほど小さくもなく、現場ほども
大きくない）メソスケール（中規模）の実験施設（(独)港湾空港
技術研究所が所有する「干潟実験施設」、「有害化学物質メソ
コスム実験施設」）とここで取得したデータを処理･分析する専
用プログラムによる検討が不可欠であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

123
（財）日本自動車輸送技術協
会

平成１７年度アジア自動車基準・
認証フォーラム事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月29日 2,942,660

　財団法人日本自動車輸送技術協会との間で締結している
平成１７年度アジア自動車基準・認証フォーラム事業につい
ては、国際協力事業として、会議出席者の適切な人選、会議
内容の調整の他、我が国及びアジア諸国の自動車の基準・
認証制度に関する専門的な知識を有し、当該国に対してこれ
らの基準・認証制度の国際的な調和を念頭におきつつ助言
を行える能力が必要不可欠である。当該法人は、我が国に
おける自動車の基準・認証制度の国際調和活動を行ってい
るとともに、知識・人脈とも非常に豊富に有している唯一の者
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの
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124 （財）建設経済研究所 建設経済モデルの新たな検討
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月30日 7,350,000

　財団法人建設経済研究所との間で締結している建設経済
モデルの新たな検討については、計量経済学に精通し、かつ
民間非住宅建築及び民間土木の実態、動向等建設産業分
野に関する幅広い知識を有していることが必要である。当該
法人は、公共投資等に関しその諸効果等について経済的な
視点から調査・研究を行っており、また、建設投資に関する分
析を行う機関が他にはなく、当該分野について幅広い知識と
数多くのデータを有している唯一の者であり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

125 （独）国際観光振興機構
２００５年青島ジャパンウィークへ
のビジット・ジャパン・キャンペー
ンブース出展事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月30日 4,072,675

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している２０
０５年青島ジャパンウィークへのビジット・ジャパン・キャン
ペーンブース出展事業については、より効果的なビジット・
ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画競争を実施
した結果、当該法人が契約の相手方として選定されたもので
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

126 （独）国際観光振興機構
２００５年中国山東友好都市観光
博覧会へのビジット・ジャパン・
キャンペーンブース出展事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年9月30日 4,815,945

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している２０
０５年中国山東友好都市観光博覧会へのビジット・ジャパン・
キャンペーンブース出展事業については、より効果的なビ
ジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画競争
を実施した結果、当該法人が契約の相手方として選定された
ものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

127
（財）地域伝統芸能活用セン
ター

中国を対象とした伝統芸能公演
による観光客誘致事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月3日 8,046,066

　財団法人地域伝統芸能活用センターとの間で締結している
中国を対象とした伝統芸能公演による観光客誘致事業につ
いては、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実
施の観点から企画競争を実施した結果、当該法人が契約の
相手方として選定されたものであり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

128
（財）地域伝統芸能活用セン
ター

地域伝統芸能全国フェスティバ
ルやまがたを活用した国際交流
プロモーション事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月3日 15,016,927

　財団法人地域伝統芸能活用センターとの間で締結している
地域伝統芸能全国フェスティバルやまがたを活用した国際交
流プロモーション事業については、より効果的なビジット・ジャ
パン・キャンペーン事業実施の観点から企画競争を実施した
結果、当該法人が契約の相手方として選定されたものであ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

129
（財）日本海洋レジャー安全・
振興協会

プレジャーボート安全利用情報
システムのシステムモデルに関
する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月3日 1,432,000

　財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会との間で締結し
ているプレジャーボート安全利用情報システムのシステムモ
デルに関する調査については、プレジャーボート等舟艇の利
用振興対策、海上での事故に対する安全対策に関する広範
な知識と経験が必要である。また、本年度はプロジェクト 終
年度であることから、これまでの調査結果に精通している必
要がある。当該法人は、上記プロジェクトに関する調査を行っ
ており、またプレジャーボート等舟艇の利用振興に関する調
査研究を実施しており、プレジャーボートの安全、利用振興に
関する専門的かつ幅広い知見を有している唯一の者であり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの
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130 （社）日本舟艇工業会

ＦＲＰ船リサイクルシステム構築
に係るシステム制度化検討のた
めの調査～ＦＲＰ船の種類に応
じた効率的な解体処理等による
処理費用低減に関する調査～

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月3日 16,695,000

　社団法人日本舟艇工業会との間で締結しているＦＲＰ船リ
サイクルシステム構築に係るシステム制度化検討のための
調査～ＦＲＰ船の種類に応じた効率的な解体処理等による処
理費用低減に関する調査～については、ＦＲＰ船のリサイク
ルシステムにおける収集・解体処理等に関する知識・経験
と、多種多様なＦＲＰ船の材質・構造や利用実態等の知見が
必要である。当該法人は、ＦＲＰ船リサイクルの実証試験の収
集・解体行程に関っており、また使用済みＦＲＰ船の引取基準
等に関する調査を請け負うなど、経験に基づく幅広い知識と
情報を有している唯一の者であり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

131 （独）海上技術安全研究所
接岸中の旅客船に対する陸上
電力供給に関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月3日 11,720,513

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
接岸中の旅客船に対する陸上電力供給に関する調査につい
ては、船舶の省力化に関する専門的知識、並びに船舶から
の環境影響評価技術が不可欠であり、また調査結果は海事
行政の環境問題への取り組みに関する基礎資料となるた
め、公平な立場で業務の遂行が可能な中立的機関で実施す
る必要がある。当該法人は、内航物流、船の推進・運動性
能、船舶からの排出ガス等広い分野に渡る専門的知識、技
術、ノウハウ、また本調査に必要な電気システムを使用した
係船中の荷役システムについてのノウハウも有しており、か
つ公平・中立的な唯一の者であり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

132
（財）交通エコロジー・モビリ
ティ財団

NPO等が行うボランティア輸送に
おける運転協力者に対する人材
育成のための教育体制の整備

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月4日 9,923,368

　財団法人交通エコロジー・モビリティ財団との間で締結して
いるNPO等が行うボランティア輸送における運転協力者に対
する人材育成のための教育体制の整備については、平成１６
年度からの継続事業であり、本年度は講師の育成研修・実
施訓練事業の統一的なカリキュラムを作成するものである。
本事業の実施にあたっては、ＮＰＯ等によるボランティア福祉
有償運送を含む交通分野のバリアフリーに対する取り組みに
関しての専門的知見やＮＰＯ等との緊密なネットワークを有し
ていることのみならず、継続した事業であることから、前年度
実施した者に引き続き行わせることが必要である。当該法人
は、前年度本事業を実施した者であるとともに、こうした福祉
輸送を行っているＮＰＯ等のボランティアネットワークの構築
に関する調査、福祉輸送を含む介助に関するプログラムやマ
ニュアルの作成及びこれを基にした体験講座や接遇・介助等
の研修等を従来から実施しており、ＮＰＯ等の人材育成に関
し、様々な情報や知見を蓄積しているとともに、ＮＰＯ等の組
織的な基盤の構築に貢献している。また、当該法人は、交通
バリアフリー法に基づき、バリアフリー化を促進するための調
査・研究、情報収集・提供及び所要の助言・指導等を適正か
つ確実に行うことができると認められるものとして、指定法人
に指定されている唯一の法人である。以上により、当該法人
は、本事業を円滑かつ的確に実施できる唯一の者であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

133 （社）日本観光協会 宿泊統計予備調査
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月5日 25,339,336

　社団法人日本観光協会との間で締結している宿泊統計予
備調査については、全国統一基準で都道府県間の比較可能
な宿泊統計の実施に関する専門的な知識と各都道府県の観
光の実態に関するノウハウを有していることが必要不可欠で
あるが、これらの要件を満たしているのは、各自治体の観光
統計調査を数多く手掛けた実績を持ち、平成８年には全国的
に比較可能な観光統計の統一基準を作成し各都道府県に普
及・啓蒙するなど、宿泊統計及び各都道府県の観光の実態
に関して豊富なノウハウと経験を蓄積している当該法人のみ
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）
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134 （独）交通安全環境研究所
バイオマス燃料対応自動車開発
促進事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月5日 42,104,115

　独立行政法人交通安全環境研究所との間で締結している
バイオマス燃料対応自動車開発促進事業については、 新
の排出ガス低減技術・燃料関係技術に精通しており、排出ガ
ス試験等を行うに足る所要の人員及び設備を有する必要が
ある。また、国民の安全な生活や健康確保に直接関係する
安全性能や環境性能に関わる技術の研究開発を行うという
点から、公平な立場で業務の遂行が可能な中立的機関で実
施する必要がある。当該法人は、自動車の排出ガス性能・燃
料変化に対する影響に関わる多方面の研究を実施してきた
経験を持ち、研究用の数多くの排出ガス試験設備をも有して
いるとともに、公平・中立的な唯一の者であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

135 （独）交通安全環境研究所
平成１７年度次世代低公害車の
部品標準化に関する委託研究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月5日 49,744,247

　独立行政法人交通安全環境研究所との間で締結している
平成１７年度次世代低公害車の部品標準化に関する委託研
究については、各種自動車の構造及び部品技術に精通して
いる必要があるとともに、国民の安全な生活や健康確保に直
接関係する安全性能や環境性能に関わる技術の研究開発を
行うという点から、公平な立場で業務の遂行が可能な中立的
機関で実施する必要である。当該法人は、自動車の安全性
能、環境性能に関わる多方面の研究を実施してきた経験を
有しており、必要な各種自動車技術に精通しているとともに、
公平・中立的な唯一の者であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

136 （独）国際観光振興機構
ビジット・ジャパン・キャンペーン
韓国訪日教育旅行促進事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月5日 11,949,950

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結しているビ
ジット・ジャパン・キャンペーン韓国訪日教育旅行促進事業に
ついては、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業
実施の観点から企画競争を実施した結果、当該法人が契約
の相手方として選定されたものであり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

137 （財）沿岸技術研究センター
沖合波浪に関する観測施設構
築検討調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月6日 14,962,500

　財団法人沿岸技術研究センターとの間で締結している沖合
波浪に関する観測施設構築検討調査については、波浪観測
に関する幅広い知見と経験、高い情報収集能力を有するとと
もに、既存の全国港湾海洋波浪情報網の構成を十分熟知し
ていることが必要とされる。当該法人は、全国港湾海洋波浪
情報網を基に精度の高い独自の波浪予測手法「沿岸気象海
象情報配信システム」を構築および運営するなど、本調査を
実施するのに必要な要件を満たしている唯一の者であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

138
（財）港湾空間高度化環境研
究センター

沿岸域での自然再生事業におけ
る順応的管理手法の指針検討
調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月6日 15,997,800

　財団法人港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結
している沿岸域での自然再生事業における順応的管理手法
の指針検討調査については、自然環境の不確実性を認識し
た上でこれまでの事業における課題を抽出し、沿岸域での自
然再生事業に関する「順応的管理手法の指針」を検討するも
のであり、その過程において事業に参画する多様な主体と合
意形成を図る必要がある。当該法人は、これまでの事業なら
びに事業に参画する多様な主体に関する知見のほか、港湾
の環境や管理運営等に幅広い知識を有するとともに、公正・
中立な立場で検討を実施できる唯一の者であり、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）
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139
（社）日本マリーナ・ビーチ協
会

ビーチクラブ形成による海岸通
年利用促進調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月6日 10,134,600

　社団法人日本マリーナ・ビーチ協会との間で締結している
ビーチクラブ形成による海岸通年利用促進調査については、
海岸事業、海岸の管理制度及び海洋性レクリエーション等に
関する専門的知識を必要とするとともに、管理、利用に関す
る海岸行政に精通していることが必要である。当該法人は、
海洋性レクリエーションに関する利用実態を把握しているだ
けでなく、施設整備、管理制度その他利用促進に係る海岸行
政について幅広く深い知見を有しているとともに、海岸管理者
や地域住民等から情報収集し、今後の海辺利用のあり方に
ついて的確な判断をもとに本調査の効率的な実施が可能な
唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

140 （社）日本港湾協会
海事三局連携データシステムの
構築に関する検討調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月6日 11,970,000

　社団法人日本港湾協会との間で締結している海事三局連
携データシステムの構築に関する検討調査については、港湾
保安に関する情報を扱うため保秘を要する情報の収集・管理
体制が必要であるとともに、港湾の管理運営、保安措置等に
関する知識が必要である。当該法人は、保安業務に関する
専門知識を有しているとともに、港湾に係る管理、運営等の
総合的な情報の蓄積がある唯一の法人であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

141 （財）沿岸技術研究センター
沿岸域における新エネルギー活
用型プロジェクトの構築に関する
調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月7日 4,998,000

　財団法人沿岸技術研究センターとの間で締結している沿岸
域における新エネルギー活用型プロジェクトの構築に関する
調査については、多くの公共機関や民間企業との公平なネッ
トワークが必要とされ、新エネルギーに関する知識や沿岸域
の特性、港湾・沿岸域における機器及び施設設備などに関す
る知見等を合わせ持ち、港湾・沿岸域における整備等の技術
についても総合的に検討・判断できる高度な能力を有するこ
とが必要である。当該法人は、「洋上風力発電の技術マニュ
アル」をとりまとめ、「港湾・沿岸域における風力発電推進研
究会」を設立し、産官学の連携による情報の共有と環境面・
技術面の両面からの課題解決に向けた検討を行い港湾・沿
岸域における風力発電に関しては特に豊富な知識を有して
いるとともに、新エネルギーに関する実績などの情報を収集・
整理・解析するための多くの公共機関や民間企業との公平な
ネットワークを有している唯一の者であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

142 （財）港湾近代化促進協議会
電子タグ等を活用した国際コン
テナ物流のセキュリティ強化及び
物流効率化に関する検討調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月7日 83,942,684

　財団法人港湾近代化促進協議会との間で締結している電
子タグ等を活用した国際コンテナ物流のセキュリティ強化及
び物流効率化に関する検討調査については、昨年度に検討
した国際コンテナ物流への電子タグ活用の方向性や課題に
関する十分な認識と国際コンテナ物流において新しい物流シ
ステムを構築していくための国際コンテナターミナル及び国際
コンテナ物流全般に関する深い知見が必要である。当該法
人は、国際コンテナターミナル及び国際コンテナ物流に関す
る調査の経験が豊富であるとともに、コンテナターミナルや港
湾運送事業者の近代化・効率化に向けた取り組みを多く行っ
ている等、本調査に必要な電子タグ等ＩＴを活用した新 しい国
際コンテナ物流システムの構築に向けて十分な技術を有して
いる唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条
３の第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）
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143
（財）港湾空間高度化環境研
究センター

里浜づくり検討調査
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月7日 8,079,750

　財団法人港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結
している里浜づくり検討調査については、海岸空間と人間と
の新たなつながりの構築に関する様々な課題の検討を行うた
め広く海岸行政に精通しているとともに、海岸の土木技術、
港湾の環境に関する専門的知識に精通していることが必要
である。当該法人は、港湾空間の高度化及び港湾環境の充
実を図るために必要な計画手法等に関し、総合的、科学的な
調査研究を行い、環境と調和した総合的な港湾空間の形成
を目的としており、海辺空間や海岸の環境、文化に関する高
度な知見と豊富な情報を有しているとともに、海岸整備への
住民参加に関するあり方や、海辺の生態系等海岸環境に関
する調査実績も有している唯一の者であり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

144 （社）日本港湾協会
港湾の管理・運営のあり方に関
する検討調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月7日 3,990,000

　社団法人日本港湾協会との間で締結している港湾の管理・
運営のあり方に関する検討調査については、港湾管理者や
埠頭公社等の埠頭経営の状況等を詳細に把握・分析する必
要があり、個別情報守秘の観点から、情報を中立の立場で
検討できるものでなければならず、コンテナターミナルの管
理・運営方式に関する知識をはじめ、効率的な管理運営のあ
り方に関する戦略も併せた総合的な知見を有している必要が
ある。当該法人は、これまで多数の港湾の施設、管理等に関
する調査研究、港湾に関する資料の収集等の事業を行って
いるとともに、コンテナターミナルの管理・運営実態等の調
査・分析に十分な経験を有している唯一の者であり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

145
（財）国際観光サービスセン
ター

中国旅行会社企画・販売担当者
招請事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月11日 6,801,050

　財団法人国際観光サービスセンターとの間で締結している
中国旅行会社企画・販売担当者招請事業については、より効
果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から
企画競争を実施した結果、当該法人が契約の相手方として
選定されたものであり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

146 （財）鉄道総合技術研究所
鉄道技術基準整備のための調
査研究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月11日 119,910,000

　財団法人鉄道総合技術研究所との間で締結している鉄道
技術基準整備のための調査研究については、鉄道の土木・
電気等の技術について豊富な知識及び経験を有することが
必要であり、また、各々の技術基準については一貫した考え
方を踏襲して進めていく必要がある。当該法人は、昭和６２年
度から実施している鉄道技術基準整備のための調査研究を
はじめとした鉄道技術基準に関する検討業務を実施している
実績があり、また鉄道技術に関するあらゆる分野を研究領域
としてカバーしており、豊富な知識及び経験者が多く、鉄道技
術に関する総合的な知識及び経験を有している唯一の者で
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

147
（財）日本建設情報総合セン
ター

行政情報の電子的提供 適化
検討のためのシステム設備構成
に関する研究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月11日 14,658,000

　財団法人日本建設情報総合センターとの間で締結している
行政情報の電子的提供 適化検討のためのシステム設備構
成に関する研究については、国土交通省における行政情報
の情報提供基盤のシステム構成及びネットワーク構成の整
備計画を２カ年で取りまとめる予定で、昨年度実施した「行政
情報の電子的提供の 適化検討の調査研究」を引き続き行
い、情報提供基盤における適正な方向性、設備構成及び仕
様を検討したうえ今年度完了するもので、継続して当該法人
に実施させる必要があり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの
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（円）
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148 （社）日本鉄道車輌工業会
鉄道部品に関する国際規格に反
映される海外での国際標準化活
動等に関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月11日 3,431,400

　社団法人日本鉄道車輌工業会との間で締結している鉄道
部品に関する国際規格に反映される海外での国際標準化活
動等に関する調査については、国際的な鉄道車両の基準に
関する総合的な知識を有するとともに、適切な調査を行う能
力が必要とされる。当該法人は、平成１４年度以降継続して
「鉄道部品に関する国際規格に反映される海外での国際標
準化活動等に関する調査」を実施しており、また鉄道車両
メーカー、鉄道車両に搭載される電気機器メーカー、電気以
外の機器・部品メーカー及び鉄道事業者等の多数の会員を
持つ法人であるため、生産者と利用者の双方の意見を反映
でき、海外の情報も得られ十分な協力が期待できる唯一の者
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

149 （社）日本物流団体連合会
グリーン物流の推進のための効
果的な広報宣伝戦略に関する調
査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月11日 24,880,579

　社団法人日本物流団体連合会との間で締結しているグリー
ン物流推進のための効果的な広報宣伝戦略に関する調査に
ついては、効果的な広報活動及び国民への普及活動の検討
のため、業界団体等と緊密な連携を行い全国規模の広範囲
で充実した広報活動を展開することが必要であるが、これら
の要件を満たしているのは、全国に正会員を擁し、その会員
の多くがグリーンパートナーシップ会議の会員となっており、
これら会員とのネットワークを活かして本調査を実施できる当
該法人のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

150 （財）運輸政策研究機構
全国貨物純流動調査（年間輸送
傾向調査）

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月12日 42,190,000

　財団法人運輸政策研究機構との間で締結している全国貨
物純流動調査については、過去の調査方法、結果の変遷に
ついて、これまでの経緯に精通し、本調査の特徴、これまで
の問題点、アンケート回答者の意向・反応、サンプルの抽出
法、母集団推計法データの補正・修正のノウハウなどを詳細
に把握していることが必要であるが、これらの要件を満たして
いるのは、運輸統計調査に関する深い知見を有しているとと
もに、本調査を第１回から実施し蓄積されたノウハウを用いて
過去の調査との比較を齟齬なく行うことができる当該法人の
みであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

151
（社）日本鉄道車両機械技術
協会

鉄道及び軌道の技術基準の見
直しに関する調査検討（車両関
係）

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月12日 3,079,231

　社団法人日本鉄道車両機械技術協会との間で締結してい
る鉄道及び軌道の技術基準の見直しに関する調査検討（車
両関係）については、平成９年度から継続して実施している
「鉄道技術基準の見直しに関する調査検討（車両関係）」の業
務実施の際に必要とされた技術及び結果として得られた知見
を有することが必要である。当該法人は、上記の業務を実施
しており、また鉄道車両技術に関する調査、研究及び指導書
の発行等を数多く行っており、その分野の豊富な知識及び経
験を有している唯一の者であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

152 （社）日本鉄道電気技術協会
鉄道の技術基準の見直しに関す
る調査検討（電気関係）

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月12日 2,940,972

　社団法人日本鉄道電気技術協会との間で締結している鉄
道の技術基準の見直しに関する調査検討（電気関係）につい
ては、平成９年度から継続して実施している「鉄道技術基準
の見直しに関する調査検討（電気関係）」の業務実施の際に
必要とされた技術（分析能力等）及び結果として得られた知見
を有することが必要である。当該法人は、上記業務を実施し
ており、また鉄道の電気関係業務に関する調査・研究等を数
多く行っており、その分野の豊富な知識及び経験を有してい
る唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）
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153 （財）沿岸技術研究センター
海岸保全施設緊急防災対策調
査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月13日 17,535,000

　財団法人沿岸技術研究センターとの間で締結している海岸
保全施設緊急防災対策調査については、海岸保全施設の損
傷から施設の健全度を判定することが必要となるため海岸構
造物の設計法に精通しているほか地震防災に関する知見を
有していることが必要である。さらに、海岸管理者からの資料
収集が必要なため、公正・中立な立場で調査を実施する必要
がある。当該法人は、我が国の沿岸域の開発、利用に関わ
る技術開発及び利用開発に関する調査研究を推進し着実な
成果を上げているとともに、これまでにも、平成１５年度、平
成１６年度「海岸保全施設緊急防災対策調査」等多くの調査
研究を行った実績があることから、その豊富で専門的な技術
的知見をもとに本業務の効率的な実施が可能な唯一の者で
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

154
（独）鉄道建設・運輸施設整備
支援機構

アジア高速鉄道技術調査
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月13日 32,822,879

　独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構との間で
締結しているアジア高速鉄道技術調査については、日本の
高速鉄道の技術協力の一環として、中国鉄道部関係者を我
が国に招聘し、新幹線システムについての研修や現場視察
を通じて中国の高速鉄道技術の向上を図るものであり、これ
を的確に実施するためには、高速鉄道技術を有し、かつ実務
的指導が行えることが必要であるが、これらの要件を満たし
ているのは、現在、我が国において高速鉄道技術を有し、か
つ実際に高速鉄道（新幹線）整備を行っている当該法人のみ
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

155
（独）鉄道建設・運輸施設整備
支援機構

平成１７年度「高速鉄道技術調
査」

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月13日 36,654,480

　独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構との間で
締結している平成１７年度高速鉄道技術調査については、米
国カリフォルニア州や中国の高速鉄道整備計画へ我が国の
新幹線システムの導入を促進するため、相手国に技術者を
派遣し高速鉄道の技術支援・協力及び現地調査を行うもので
あり、これを的確に実施するためには高速鉄道技術を有し、
かつ実務的指導が行えることが必要であるが、これらの要件
を満たしているのは、現在、我が国において高速鉄道技術を
有し、かつ実際に高速鉄道（新幹線）整備を行っている当該
法人のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

156
（財）航空輸送技術研究セン
ター

航空事故・インシデントデータ
ベース構築に関する調査・研究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月14日 4,872,474

　財団法人航空輸送技術研究センターとの間で締結している
航空事故・インシデントデータベース構築に関する調査・研究
については、航空機の運航に関する専門用語、航空機器等
の専門用語により構築されることから、航空分野に関する高
度かつ専門的な知識を必要とする。当該業者は、航空輸送
における運航技術及び整備技術並びに航空法規等について
豊富な専門的知識と翻訳技術を有している。また、航空輸送
における技術全般に関する調査・研究に多くの実績を有して
いるとともに、世界各国の航空関連機関等との効率的な連携
体制を有している唯一の者であり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

157
（財）国際観光サービスセン
ター

独国ＶＯＸテレビによる日本特集
番組制作のための招請事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月14日 1,807,395

　財団法人国際観光サービスセンターとの間で締結している
独国ＶＯＸテレビによる日本特集番組制作のための招請事業
については、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事
業実施の観点から企画競争を実施した結果、当該法人が契
約の相手方として選定されたものであり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

158 （財）運輸政策研究機構
都市間幹線交通のサービス水準
に着目した総合交通体系の評価
に関する基礎的調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月17日 3,002,422

　財団法人運輸政策研究機構との間で締結している都市間
幹線交通のサービス水準に着目した総合交通体系の評価に
関する基礎的調査については、平成１６年度からの継続案件
であることから、調査の本旨の連続性に齟齬を生じさせず継
続的に本調査を当該法人に実施させる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

159 （財）日本鋼索交通協会
索道の技術基準の見直しに関す
る調査検討

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月17日 2,998,548

　財団法人日本鋼索交通協会との間で締結している索道の
技術基準の見直しに関する調査検討については、索道に関
して豊富な知識及び経験を有していることが必要である。当
該法人は、索道に係る各種調査・研究、索道に従事する技術
者の教育・指導、索道に関するＪＩＳ改正原案の作成等を行っ
ており、また平成８年度から継続して索道技術基準の見直し
のための調査検討を実施している実績があるとともに、索
道、鋼索鉄道に関する総合的な知識及び経験を十分に有し
ている唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

160 （社）海外運輸協力協会
日・タイ観光・環境分野交流促進
プロジェクト

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月19日 9,622,252

　社団法人海外運輸協力協会との間で締結している日・タイ
観光・環境分野交流促進プロジェクトについては、タイ国への
運輸・観光・環境部門における国際協力事業などを通じ、タイ
国側の状況を熟知しているとともに、人脈のネットワークを有
していることが必要であるが、これらの要件を満たしているの
は、運輸分野国際協力の総合的な推進を図ることを主目的
に、海外におけるコンサルティング活動など豊富な実績があ
り、他の追随を許さないノウハウや経験の蓄積及びネット
ワークを有している当該法人のみであり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

161 （社）海外運輸協力協会
平成１７年度環境にやさしい交
通政策形成支援事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月19日 23,921,708

　社団法人海外運輸協力協会との間で締結している平成１７
年度環境にやさしい交通政策形成支援事業については、運
輸分野の国際協力事業であり、開発途上国における都市交
通公害対策及び地球環境問題に関しての高度な調査方法や
分析能力等の知見、並びに相手国政府機関、現地日本大使
館、ＪＩＣＡ事務所等との緊密な連携及び調整能力を有してい
ることが必要であるが、これらの要件を満たしているのは、海
外における運輸部門全般にわたる総合的コンサルティング活
動を促進し、併せて運輸分野国際協力の総合的な推進を図
ることを主目的に発足して以来、運輸関係の国際協力を総合
的に推進している当該法人のみであり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

162 （社）日本海事検定協会
運輸安全マネジメント態勢構築
のための指針（ガイドライン）の
策定等に関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月19日 7,176,666

　社団法人日本海事検定協会との間で締結している運輸安
全マネジメント態勢構築のための指針（ガイドライン）の策定
等に関する調査については、ISMコード認証制度に関する十
分な知識と確認証制度に係る研修教育機関としての十分な
経験が必要であるとともに、提出された報告書をもとに、運輸
安全マネジメント態勢構築のための評価指針を策定するもの
であることから、公正かつ中立性の確保が必要である。当該
法人は、豊富な調査・研究実績を有しているとともに、国際認
証制度に係る研修教育実績を有する唯一の機関であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）
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163 （社）日本海上起重技術協会
海上起重作業船団の運航に関
する検討調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月19日 5,600,000

　社団法人日本海上起重技術協会との間で締結している海
上起重作業船団の運航に関する検討調査については、公
平・中立的な立場での検討ができること及び海上起重作業船
団の現状及び施工技術等に精通し、豊富な知識と経験を有
していることが必要である。当該法人は、海上起重作業船団
の現状及び施工技術等に精通し、豊富な知識と経験を有して
いる専門技術者を多数保有しているとともに、港湾等請負工
事の海上起重作業における施工技術の向上と安全の確保を
図るための港湾局認定の海上起重作業監理技士認定試験
を実施していることから、海上起重作業船団の現状及び施工
技術等に精通し、豊富な知識と経験を有している唯一の者で
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

164 （独）国際観光振興機構
米国大手旅行流通網を活用した
訪日旅行プロモーション事業（ＦＩ
Ｔ促進事業）

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月19日 6,260,760

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している米
国大手旅行流通網を活用した訪日旅行プロモーション事業に
ついては、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業
実施の観点から企画競争を実施した結果、当該法人が契約
の相手方として選定されたものであり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

165
（財）港湾空間高度化環境研
究センター

みなとの産業遺産活用方策検討
調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月20日 8,935,500

　財団法人港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結
しているみなとの産業遺産活用方策検討調査については、関
係法規等の熟知に加え、臨海部の産業に関する基礎データ
の蓄積、計画立案に豊富な経験等、港湾を活用した地域活
性化に関して、高度かつ幅広い知見を必要とする。また、臨
海部立地企業等に対し、アンケート調査を行うため、適切な
情報管理を必要とし、中立的な立場での業務遂行と厳格な守
秘義務が求められるが、これらの要件を満たしているのは当
該法人のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

166 （独）交通安全環境研究所
平成１７年度地球環境保全等の
ための試験研究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月20日 30,076,911

　独立行政法人交通安全環境研究所との間で締結している
平成１７年度地球環境保全等のための試験研究について
は、 新の排出ガス低減技術・燃料関係技術及び騒音関連
技術に精通している必要があるとともに、国民の安全な生活
や健康確保に直接関係する安全性能や環境性能に関わる
技術の研究開発を行うという点から、公平な立場で業務の遂
行が可能な中立的機関で実施する必要がある。当該法人
は、 新の排出ガス低減技術・燃料関係技術及び騒音関連
技術について精通しているとともに、公平・中立的な唯一の者
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

167 （社）日本港湾協会 平成１７年度港湾利用実態調査
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月21日 19,950,000

　社団法人日本港湾協会との間で締結している平成１７年度
港湾利用実態調査については、港湾の総合的な知見を有す
るとともに、港湾活動に関する情報を豊富に有することが必
要である。また、本調査に関する詳細なデータを保有し、デー
タの収集・集計・分析等、効率的に実施できるとともに、今後
の港湾行政の基礎となるものであることから、中立的な分析
及び検討を行う必要があるが、これらの要件を満たしている
のは当該法人のみであり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

168 （財）計量計画研究所
羽田空港再拡張に伴う空港アク
セスの改善強化に向けた整備方
策に関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月24日 9,949,000 都市・地域整備局との連名契約
見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

都市・地域
整備局との
連名契約
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169 （独）国際観光振興機構
トロントThe Travel and Leisure
Showへのビジット・ジャパン・キャ
ンペーンブース出展事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月25日 2,351,259

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結しているトロ
ントThe Travel and Leisure Showへのビジット・ジャパン・キャ
ンペーンブース出展事業については、より効果的なビジット・
ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画競争を実施
した結果、当該法人が契約の相手方として選定されたもので
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

170
（財）交通エコロジー・モビリ
ティ財団

情報提供体制確立のためのモデ
ルシステム調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月26日 4,963,728

　財団法人交通エコロジー・モビリティ財団との間で締結して
いる情報提供体制確立のためのモデルシステム調査につい
ては、十分な調査能力はもとより、バリアフリー化に関する評
価情報提供手法等に関する知識、障害者団体等に関する知
識及び密接な関係並びに交通事業者とのネットワークが必
要不可欠であるが、これらを満たしているのは、高齢者・身体
障害者の移動円滑化に関する周知宣伝、交通バリアフリー
度評価基準作成のための調査研究、交通バリアフリーネット
ワークビジョンの構築に関する調査、交通バリアフリー情報
の提供に係る調査・検討及びシステム開発等を行った実績が
あり、高い専門的知見及びノウハウを有するとともに、これら
の調査・検討等を行う過程において高齢者・障害者団体及び
交通事業者等とも円滑な関係を構築している当該法人のみ
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

171
（財）港湾空間高度化環境研
究センター

平成１７年度地域の新たなニー
ズに対応した臨海部の再編促進
に関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月27日 4,452,000

　財団法人港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結
している平成１７年度地域の新たなニーズに対応した臨海部
の再編促進に関する調査については、複数の民間事業者や
港湾関係者などからの業務運営などに関わる情報を収集す
るため、特定の利害関係者の影響を受けない公平かつ公益
的立場から調査を行う必要があるとともに、低未利用地の有
効活用及び臨海部の活性化に向けた港湾空間の再編成を
進めるための高度な技術や知見を有することが必要不可欠
である。当該法人は、これまでも臨海部における再編に関す
る調査等を数多く実施するなど、港湾及びその関連分野に関
する調査研究や情報・資料収集については専門的かつ豊富
な知識や経験を有している唯一の者であり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

172
（財）国際臨海開発研究セン
ター

港湾分野におけるアジア地域を
中心とした国際協力に関する調
査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月27日 18,810,225

　財団法人国際臨海開発研究センターとの間で締結している
港湾分野におけるアジア地域を中心とした国際協力に関する
調査については、海外における港湾動向や港湾政策・制度を
十分に理解し、かつ海外港湾に関する情報を効率的に収集
し、分析する能力が必要である。当該法人は、本調査におい
て必要とされる海外港湾に関して、定常的に情報収集及び分
析調査を行い、かつ公益法人という中立的な立場を有してい
る唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

173 （財）鉄道総合技術研究所
鉄道システムに関する国際規格
に反映される海外での国際標準
化活動等に関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月27日 6,982,500

　財団法人鉄道総合技術研究所との間で締結している鉄道
システムに関する国際規格に反映される海外での国際標準
化活動等に関する調査については、国際的な鉄道システム
の基準に関する総合的な知識を有するとともに、適切な調査
を行う能力が必要である。当該法人は、鉄道システム全体を
網羅する総合的な研究機関であり、国際的な鉄道の基準に
関する幅広い知識と豊富な経験を備えているとともに、平成１
４年度以降継続して当該業務を実施しており、また鉄道シス
テムに関するＩＥＣ規格を審議する唯一の者であり、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）
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契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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174
（社）ウォーターフロント開発
協会

新たな港湾施設整備スキームの
比較検討調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月27日 11,025,000

　社団法人ウォーターフロント開発協会との間で締結している
新たな港湾施設整備スキームの比較検討調査については、
民活事業制度並びに民間プロジェクトが抱える問題点に精通
した能力を有することが必要であるとともに、民間事業者の
経営情報等を扱うため、公平性の観点から中立的な機関に
実施させる必要がある。当該法人は、会員企業である民間事
業者等の経営状況等に精通し、本調査の実施に必要な港湾
関係民活事業制度に関する技術的見を蓄積しており、本調
査を適確にかつ公平・効果的に実施しうる唯一の者であり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

175 （独）国際観光振興機構
英国Destinations London 2006
等へのビジット・ジャパン・キャン
ペーン出展事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年10月28日 2,941,349

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している英
国Destinations London 2006等へのビジット・ジャパン・キャン
ペーン出展事業については、より効果的なビジット・ジャパン・
キャンペーン事業実施の観点から企画競争を実施した結果、
当該法人が契約の相手方として選定されたものであり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

176 （財）運輸政策研究機構
全国幹線旅客純流動調査補充
調査のデータ整備のあり方に関
する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 5,800,000

　財団法人運輸政策研究機構との間で締結している全国幹
線旅客純流動調査補充調査のデータ整備のあり方に関する
調査については、これまで補充調査として純流動調査に活用
してきた各種データ整備の方向性をとりまとめるものであり、
純流動調査のうち航空、鉄道、自動車、幹線バス及び幹線旅
客船についてのデータが必要不可欠であるが、これらのデー
タを保有しているのは当該法人のみであり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

177 （財）運輸政策研究機構
公共事業の総合的な評価手法
に関する検討調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 9,500,001

　財団法人運輸政策研究機構との間で締結している公共事
業の総合的な評価手法に関する検討調査については、本調
査の成果は各事業の所管部局が総合的な評価手法につい
て検討する際の基礎となるものであり、各分野の評価手法の
高度化に向けた方向性を示すものとなることから、交通運輸
に係る幅広い分野について、客観性、中立性及び公平性を
もって検討することが不可欠であるとともに、総合的な評価手
法に関する高度な知見に加え、具体的な事業において試行
等の経験を持ち、公共事業評価全般に関して広範な知見を
有している必要があるが、これらの要件を満たしているのは、
その設立目的から交通運輸に係る幅広い分野について、客
観性、中立性及び公平性を確保して業務を実施しうる法人で
あり、また、大学の研究者との交流が多く、常に 先端の研
究成果を取り入れて業務を実施しており、これまでに行った
空港や鉄道整備事業における評価手法に関する調査業務の
実績により、総合的な評価手法に関する高度な知見に加え、
複数の事業において試行等の経験を持ち、その際のノウハ
ウ及びバックデータを有し、さらに交通運輸に係る幅広い分
野において、公共事業評価に関する検討を継続的に実施し、
公共事業評価全般に関して広範な知見を有している当該法
人のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの
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178 （財）運輸政策研究機構
自動車輸送統計及び内航船舶
輸送統計の新たな調査手法に関
する調査・研究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 17,000,000

　財団法人運輸政策研究機構との間で締結している自動車
輸送統計及び内航船舶輸送統計の新たな調査手法に関する
調査・研究については、両統計調査全般にわたる知識を有
し、調査・推計手法を熟知しているとともに、関係業界及び交
通運輸に関する統計調査業務にも精通している必要がある
が、これらの要件を満たしているのは、交通運輸に関する総
合的な研究及び調査を実施し、交通運輸全般にわたる政策
の評価および提言を行う業務を行っており、交通運輸関係の
統計調査に関しても豊富な経験と実績を有している当該法人
のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

179 （財）運輸政策研究機構
バス総合情報システムに必要な
標準データフォーマットの策定

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 50,000,000

　財団法人運輸政策研究機構との間で締結しているバス総
合情報システムに必要な標準データフォーマットの策定につ
いては、バスロケ情報を一元的に利用者に提供するために
必要となる標準データフォーマットの策定及び既存のバスロ
ケデータを標準データフォーマットに変換するためのツール作
成等による普及方策の検討を行うことを目的としており、本件
の趣旨を踏まえて企画競争を実施した結果、当該法人が契
約の相手方として選定されたものであり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

180
（財）交通エコロジー・モビリ
ティ財団

エコドライブの推進方策に関する
調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 4,765,320

　財団法人交通エコロジー・モビリティ財団との間で締結して
いるエコドライブの推進方策に関する調査については、平成
１５年度からの継続調査であり、運輸・交通に係る環境問題
に精通しているとともに、これまでの調査内容及びエコドライ
ブの対象となる自家用自動車の運転者、自動車運送事業者
等について熟知していることが必要不可欠であるが、これら
を満たしているのは、平成１５年度及び１６年度において本調
査を実施し、海外の先進的な事例の調査、運送事業者、一般
ドライバーに対するアンケート調査等を行い、エコドライブに
関する豊富な知見と経験を有する当該法人のみであり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

181
（財）交通エコロジー・モビリ
ティ財団

公共交通機関利用促進による排
出削減量の推計手法に関する
調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 5,880,000

　財団法人交通エコロジー・モビリティ財団との間で締結して
いる公共交通機関利用促進による排出削減量の推計手法に
関する調査については、公共交通機関の整備による誘発交
通が削減する自家用自動車数を算出し、その削減された車
両による二酸化炭素削減量を推計するという先進的な研究
課題に取組むための十分な知識と経験を有した者による高
度な調査が必要であるが、これらの要件を満たしているの
は、その設立目的から公共交通を含めた環境と交通に関す
るあらゆる専門的知見を有しているとともに、自動車から公共
交通機関に転換する利用者数の推計及びこれに伴う二酸化
炭素排出削減量の推計について基礎調査による検討を行っ
た上、簡易な算定手法を開発することを目的として調査研究
を実施した実績を有している当該法人のみであり、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

182
（財）港湾空間高度化環境研
究センター

モデルケースによる港湾景観形
成ガイドライン活用検討調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 9,932,853

　財団法人港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結
しているモデルケースによる港湾景観形成ガイドライン活用
検討調査については、モデルケースを設定し、「港湾景観形
成ガイドライン」をもとに評価手法や形成計画等を検討するも
のであり、港湾の景観計画に係る全国的な知見はもとより、
港湾空間における環境全般に関する幅広い知見と専門知識
を有する必要があるが、これらを満たしているのは当該法人
のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）
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183
（財）港湾空間高度化環境研
究センター

港湾緑地の維持管理手法検討
調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 13,051,500

　財団法人港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結
している港湾緑地の維持管理手法検討調査については、港
湾緑地の特性を熟知しているとともに、現状の管理手法・体
制等に精通している必要がある。また、市民等による公的施
設の維持管理の実態について事例集を作成の上、港湾管理
者が維持管理業務に市民等を参画させるにあたっての参考
資料とするため、公正・中立な立場で検討を実施できる機関
であることが必要であるが、これらの要件を満たしているのは
当該法人のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

184
（財）港湾空間高度化環境研
究センター

港湾における海洋汚染等防止対
策調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 13,198,500

　財団法人港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結
している港湾における海洋汚染等防止対策調査について
は、関係国内法や海洋環境保全に係る国際条約を熟知する
とともに、港湾の環境や管理・運営等多岐にわたる幅広い知
識と総合的な調査研究能力を有している他、公正、中立な立
場で検討を実施できる機関であることが必要であるが、これ
らの要件を満たしているのは当該法人のみであり、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

185
（財）港湾空間高度化環境研
究センター

内航フィーダー輸送活性化方策
に関する検討調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 29,956,500

　財団法人港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結
している内航フィーダー輸送活性化方策に関する検討調査に
ついては、港湾の総合的な知見を有するとともに、港湾活動
に関する情報を豊富に有することが必要不可欠である。ま
た、本調査での成果は、今後の港湾行政の基礎となるもので
あることから、中立的な分析及び検討が行われなければなら
ない。当該法人は、港湾に関する詳細なデータを保有し、
データの収集・集計・分析等を効率的に実施できるとともに中
立的な立場での分析及び検討を行うことができる唯一の者で
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

186
（財）国際観光サービスセン
ター

訪日外国人旅行者受入のため
の環境整備事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 19,947,331

　財団法人国際観光サービスセンターとの間で締結している
訪日外国人旅行者受入のための環境整備事業については、
より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観
点から企画競争を実施した結果、当該法人が契約の相手方
として選定されたものであり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

187
（財）国際臨海開発研究セン
ター

諸外国における港湾保安対策実
態把握調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 9,075,444

　財団法人国際臨海開発研究センターとの間で締結している
諸外国における港湾保安対策実態把握調査については、海
外港湾の管理運営、保安措置等に関する知識が必要である
とともに、港湾保安に関する情報を扱うため保秘を要する情
報の収集・管理体制が必要である。当該法人は、諸外国の港
湾の管理運営、保安措置に関する専門的かつ総合的な情報
の蓄積があるとともに、本調査を実施するための組織体制が
整っている唯一の法人であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

188 （財）鉄道総合技術研究所
ＲＡＭＳ規格の適用事例に関す
る調査検討

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 9,030,000

　財団法人鉄道総合技術研究所との間で締結しているＲＡＭ
Ｓ規格の適用事例に関する調査検討については、国際的な
鉄道システムの基準に関する総合的な知識を有するととも
に、適切な調査を行う能力が必要とされる。当該法人は、鉄
道システム全体を網羅する総合的な研究機関であり、国際的
な鉄道の基準に関する幅広い知識と豊富な経験を備えてい
るとともに、平成１４年度以降継続して当該調査検討業務を
実施しており、また鉄道システムに関するＩＥＣ規格を審議す
る唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）
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（円）
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189 （財）鉄道総合技術研究所
福知山線列車脱線事故に係る
遠心力を受けた乗客の重心移動
測定試験

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 15,109,500

　財団法人鉄道総合技術研究所との間で締結している福知
山線列車脱線事故に係る遠心力を受けた乗客の重心移動測
定試験については、事故原因の究明のために実施する調査
である。事故調査においては、関係法規に基づき、事故原因
の究明のための調査を速やかに実施し、報告書をできる限り
早く公表することにより、事故防止に寄与する必要がある。当
該者は本件事故調査に関し、鉄道技術に専門的かつ高度な
知識を有しており、実施目的を緊急かつ適確に遂行できる唯
一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの(１８年度か
ら公募手続きを行う)

公募手続
きを導入

190 （財）日本交通公社
観光案内所等における情報提供
の手段及び必要な観光情報につ
いてのガイドラインの策定事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 9,975,000

　財団法人日本交通公社との間で締結している観光案内所
等における情報提供の手段及び必要な観光情報についての
ガイドラインの策定事業については、観光地における情報提
供の実態、政策などに熟知していること、及びこれらの実態
把握を体系化し活用されるガイドラインに昇華する能力を有
していることが必要不可欠であるが、これらを満たしているの
は、ＪＴＢグループの豊富な情報を活用でき、旅行・観光専門
のシンクタンクであるとともに、市場や旅行者の動向に精通
し、調査についても経験に基づくノウハウを活用することによ
り、ガイドライン策定を効果的に実施する能力を有している当
該法人のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

191 （社）海外運輸協力協会
運輸部門のクリーン開発メカニ
ズム（ＣＤＭ）推進に関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 5,884,763

　社団法人海外運輸協力協会との間で締結している運輸部
門のクリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）推進に関する調査につ
いては、運輸部門の二酸化炭素の排出量やその削減量の算
定方法等についての知見並びにCDMに関する世界的な動向
及び開発途上国における事業実施ノウハウに精通しているこ
とが必要不可欠であるが、これらの要件を満たしているの
は、海外における運輸部門全般における総合的コンサルティ
ング活動を促進し、運輸分野国際協力の総合的な推進を図
ることを主目的に、総合的かつ効果的な調査研究を実施して
きており、運輸部門における二酸化炭素排出及び開発途上
国における事業実施の両面を知悉している当該法人のみで
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

192
（社）日本マリーナ・ビーチ協
会

プレジャーボート対策の評価手
法検討調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 10,185,000

　社団法人日本マリーナ・ビーチ協会との間で締結しているプ
レジャーボート対策の評価手法検討調査については、プレ
ジャーボート対策の効果の検証等を行うものであり、港湾に
おける放置艇や保管施設整備の実態、それらを活用した各
種活動等に関する幅広い知見と専門知識を必要とするととも
に、政策評価に反映させるという観点から、中立・公平な立場
で総合的に判断することが必要であるが、これらの要件を満
たしているのは当該法人のみであり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

193 （社）日本海難防止協会
海賊被害の防止対策に関する
調査研究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 1,643,250

　社団法人日本海難防止協会との間で締結している海賊被
害の防止対策に関する調査研究については、海賊の現状及
び船会社の海賊対策等の知見が必要であるとともに、船舶
の運航を中心とした内外の海事関係者とのつながりが深いこ
とが必要である。当該法人は、海賊対策に係る船員教育の
実態調査を実施しているほか、国際海事局海賊報告センター
や、国際海事機関との繋がりも強く、海賊セミナーの講師を
務めるなど海賊問題に精通し、十分な知見を有している唯一
の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

194 （社）日本海難防止協会
船舶バラスト水問題に係る重点
課題の検討に資するための調査
研究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 6,000,000

　社団法人日本海難防止協会との間で締結している船舶バ
ラスト水問題に係る重点課題の検討に資するための調査研
究については、海洋環境及び海洋汚染防止に関し専門的知
見・経験を有し、かつ、船舶のバラスト水の取扱い、運航技術
等の船舶の運航実態について熟知していることが必要であ
る。当該法人は、前年度においても本調査を実施しているこ
とや、海洋環境及び船舶の運航実態について専門的知見を
有しているほか、従来からバラスト水による海洋汚染及び海
洋環境破壊の防止を目的として、多数の調査研究を実施して
きた唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

195 （社）日本船舶電装協会
船舶の電気利用の現状及び省
エネルギー技術に関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 2,501,782

　社団法人日本船舶電装協会との間で締結している船舶の
電気利用の現状及び省エネルギー技術に関する調査につい
ては、船舶電気設備・装備に関する専門的知識のほか、船舶
電装に必要な技術レベルを踏まえた知見が必要である。当
該法人は、全国の船舶電装事業者の多くを会員とする唯一
の法人であり、技術力向上を図るための講習・試験を実施す
る等、船舶電装の技術の向上に関する事業を実施し、個々
の船舶電気設備及び船舶全体の電気システムの現状につい
て精通しているとともに、船舶電装に関する専門的かつ幅広
い知見を有する唯一の者であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

196 （社）日本鉄道運転協会
鉄道の技術基準の見直しに関す
る調査検討（運転関係）

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 2,023,297

　社団法人日本鉄道運転協会との間で締結している鉄道の
技術基準の見直しに関する調査検討（運転関係）について
は、平成９年度から１３年度にかけて継続して実施している当
該調査検討業務実施の際に必要とされた技術及び結果とし
て得られた知見を有することが必要である。当該法人は、上
記の業務を実施しており、また鉄道の運転関係業務に関する
調査・研究等を数多く行っており、その分野の豊富な知識及
び経験を有している唯一の者であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

197 （社）日本鉄道施設協会
鉄道及び軌道の技術基準の見
直しに関する調査検討（土木関
係）

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 3,055,763

　社団法人日本鉄道施設協会との間で締結している鉄道及
び軌道の技術基準の見直しに関する調査検討（土木関係）に
ついては、平成９年度から１３年度にかけて継続して実施して
いる「鉄道技術基準の見直しに関する調査検討（土木関係）」
の際に必要とされた技術及び結果として得られた知見を有す
ることが必要である。当該法人は、上記の業務を実施してお
り、また鉄道の土木関係業務に関する調査・研究等を数多く
行っており、その分野の豊富な知識及び経験を有している唯
一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

198 （社）日本舶用機関整備協会
舶用機関整備に係る有害物質
の取り扱いに関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 2,539,320

　社団法人日本舶用機関整備協会との間で締結している舶
用機関整備に係る有害物質の取り扱いに関する調査につい
ては、舶用機関の保守整備内容、並びにその整備現状を詳
細に把握し得る高度な専門的な知識と経験が必要である。当
該法人は、「舶用機関整備士の資格検定」や「小型漁船等エ
ンジンの定期メンテナンス」等の舶用機関の整備に関する事
業を実施しており、舶用機関の整備に関する専門的かつ幅
広い知識と経験を有している。また、舶用機関の整備におい
て使用する有害物質の状況についても、会員事業者の情報
等を踏まえたきめ細かな分析を実施できるとともに中立的な
機関である唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）
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199 （社）日本舶用工業会
舶用工業製品に使用されている
有害物質に関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 2,556,351

　社団法人日本舶用工業会との間で締結している舶用工業
製品に使用されている有害物質に関する調査については、
個々の舶用工業製品に使用されている有害物質の状況及び
現在の使用実態等を的確に把握し得る専門的な知識と経験
が必要である。当該法人は、舶用工業製品に係る「新製品開
発に係わる事前調査事業」等の舶用工業の技術の向上に関
する事業を実施するなど、個々の舶用工業製品の構造等に
ついて精通している。また、舶用工業製品に使用されている
有害物質の状況についても、会員事業者の情報等を踏まえ
たきめ細かな分析を実施できるとともに中立的な機関である
唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

200 （社）不動産証券化協会
不動産証券化手法による物流施
設の整備の影響に関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 7,433,559

　社団法人不動産証券化協会との間で締結している不動産
証券化手法による物流施設の整備の影響に関する調査につ
いては、不動産証券化市場に関するデータの収集・蓄積及び
調査活動機関を有していることや不動産証券化関係業界各
社に対し包括的なネットワークを有し、広く市場の動向等につ
いての見識を有していることが必要不可欠である。当該法人
は、その中立的見地から、不動産証券化市場の健全な発展
及び不動産証券化商品の社会的信用の確保等を図り、か
つ、豊富なデータによる分析能力を有し、短期間で効率的な
調査活動を行い得る唯一の者であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

201 （独）海上技術安全研究所
海上輸送分野における原子力安
全技術に関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 1,196,280

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
海上輸送分野における原子力安全技術に関する調査につい
ては、海上輸送分野における原子力の安全規制及び安全技
術並びにこれを取り巻く状況に関する専門的な知識が必要で
ある。当該法人は、海上輸送分野における原子力安全技術
に関する研究活動をしており、国の原子力安全委員会に職
員が委員として参加するなど、原子力の安全規制、安全技術
及び安全確保に関し幅広い知見を有している唯一の者であ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

202 （独）海上技術安全研究所
小型船舶のリサイクル等におけ
る環境負荷の総合指標に関する
調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 1,796,523

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
小型船舶のリサイクル等における環境負荷の総合指標に関
する調査については、小型船舶のリサイクル等における環境
負荷の実態、評価手法に対する知識・経験が必要である。当
該法人は、海上輸送の安全確保、海上輸送システムの高度
化、海洋環境保護及び海洋開発に関する研究を実施してお
り、また平成１４年から１５年度にはＦＲＰ船とアルミ船の環境
負荷比較も実施しており、小型船舶におけるリサイクルの環
境影響に必要な知識を有しているとともに中立的な機関であ
る唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

203 （独）海上技術安全研究所 二国間貿易量輸送量統計調査
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 1,900,425

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
二国間貿易量輸送量統計調査については、船種、航路及び
積荷品のほか、輸送船舶の運航、積載性能に関する専門的
知識が必要であり、正確かつ迅速に調査を実施しうる能力が
必要である。当該法人は、海上輸送航路表示システム等の
海上物流システムの解明や設計等を幅広く行っており、船舶
に関する専門的知識と経験を有している。また、前年度より
本業務を行っており本業務の内容に十分精通しているため、
円滑かつ的確に実施できる唯一の者であり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

204 （独）国際観光振興機構
インバウンド旅行者を対象とした
地方連携システムおよび通訳ガ
イド検索システム整備

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 17,025,750

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結しているイン
バウンド旅行者を対象とした地方連携システムおよび通訳ガ
イド検索システム整備については、外国人向けに利便性の高
いシステムを構築するため、当省のホームページでは外国語
対応が不十分であるので、外国人の検索率の高い（独）国際
観光振興機構のホームページと一体化させるものであるが、
このためには当該法人が保有しているシステムを法人自ら
持っている外国人向けホームページ作成ノウハウ及び訪日
外国人向け案内システムや通訳ガイド案内システムのノウハ
ウを駆使して整備してもらう必要があり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

205
（独）鉄道建設・運輸施設整備
支援機構

旅客船のバリアフリー設備に関
する事例集作成

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 1,416,281

　独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構との間で
締結している旅客船のバリアフリー設備に関する事例集作成
については、船舶の設計、バリアフリーに関する専門的知見
と十分な経験及び情報が必要である。当該法人は、我が国
で建造される旅客船の約７０パーセントをバリアフリー基準適
合船として共同所有しているため、船舶設計、各種情報及び
バリアフリーに関して十分な専門的知見と経験、情報を有し
ている。また、独自の高度バリアフリー基準を策定するなど、
バリアフリーに係る十分なノウハウも有している唯一の者で
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

206
（独）鉄道建設・運輸施設整備
支援機構

国際労働機関（ＩＬＯ）海事統合条
約による内航船の居住設備等へ
の影響に関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月1日 4,483,209

　独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構との間で
締結している国際労働機関（ＩＬＯ）海事統合条約による内航
船の居住設備等への影響に関する調査については、船舶の
設計及び内航船舶全般にわたる専門的知識と十分な経験及
び情報が必要である。当該法人は、多くの共有船舶を所有し
ており相当な割合で我が国における内航船舶へ関与してお
り、船舶の居住区域の設計、内航船舶の設計や構造など各
種情報について十分な専門的知見と経験及び情報を有して
いる。また、ＩＬＯ海事統合条約の船舶設計への影響に関する
知識も有している唯一の者であり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

207
（財）港湾空間高度化環境研
究センター

外来生物による被害の防止等に
配慮した港湾事業に於ける緑化
植物取扱方針検討調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月2日 13,266,551

　財団法人港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結
している外来生物による被害の防止等に配慮した港湾事業
に於ける緑化植物取扱方針検討調査については、港湾事業
で緑化材として利用されてきた外来植物についてその代替性
を検討し、外来生物による被害防止等に配慮した港湾環境
施策について検討するものである。当該法人は、「海辺の緑
地フォーラム」等を通じて本業務の遂行に必要な知見を有し
条件を満たす唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

208
（財）国際観光サービスセン
ター

オーストラリアビジット・ジャパン・
キャンペーンメディア招請事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月2日 2,640,205

　財団法人国際観光サービスセンターとの間で締結している
オーストラリアビジット・ジャパン・キャンペーンメディア招請事
業については、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン
事業実施の観点から企画競争を実施した結果、当該法人が
契約の相手方として選定されたものであり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

209 （財）鉄道総合技術研究所
福知山線列車脱線事故の列車
ダイヤ調査・分析

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月2日 10,531,500

　財団法人鉄道総合技術研究所との間で締結している福知
山線列車脱線事故の列車ダイヤ調査・分析については、事
故原因の究明のために実施する調査である。事故調査にお
いては、関係法規に基づき、事故原因の究明のための調査
を速やかに実施し、報告書をできる限り早く公表することによ
り、事故防止に寄与する必要がある。当該者は本件事故調
査に関し、鉄道技術に専門的かつ高度な知識を有しており、
実施目的を緊急かつ適確に遂行できる唯一の者であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの(１８年度か
ら公募手続きを行う)

公募手続
きを導入

210
（財）港湾空間高度化環境研
究センター

港湾物流におけるネットワーク
サービスの効率的な運営に関す
る調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月4日 38,839,500

　財団法人港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結
している港湾物流におけるネットワークサービスの効率的な
運営に関する調査については、港湾物流における業務の実
態や情報化の進捗、既存ネットワークサービスに関する高い
知見が求められるとともに、既存ネットワークの運営分析を行
うため、外部に対し秘匿性の高い経営状況に関する情報を
入手・分析し、かつネットワークサービスの運営のあり方につ
いて、中立的に検討取りまとめる必要があるが、これらを満
たしているのは当該法人のみであり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

211
（財）アジア太平洋観光交流
センター

日本とアセアン諸国の観光交流
の拡大のための調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月7日 4,986,606

　財団法人アジア太平洋観光交流センターとの間で締結して
いる日本とアセアン諸国の観光交流の拡大のための調査に
ついては、観光交流の促進の分野（特にアジア諸国）で幅広
い知識と経験を有しているとともに、アジア各国との強いつな
がりを有している必要がある。当該法人は、アジア太平洋地
域における観光交流の促進のための国際会議の開催、アジ
ア太平洋諸国の観光従事者への教育訓練事業等の事業を
実施してきており、このような事業を通じ、アジア太平洋地域
の観光交流促進に一貫して携わることで、アジア太平洋地域
の観光情報を集約し、専門的知識を多く蓄積しているととも
に、アセアン諸国を含めたアジアの観光関係者との緊密な
ネットワークは他の追随を許さない団体である。以上のことか
ら、当該法人は、本事業を行いうる能力を有している唯一の
者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

212
（財）港湾空間高度化環境研
究センター

コンテナターミナルの荷役効率
化に関する検討調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月7日 27,321,000

　財団法人港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結
しているコンテナターミナルの荷役効率化に関する検討調査
については、コンテナターミナル及び内航フィーダーに関する
情報を的確に把握し、分析する必要があることから港湾の総
合的な知見を有するとともに、港湾活動に関する情報を豊富
に有することが必要となる。さらに、本調査での成果は、今後
の港湾行政の基礎となるものであることから、中立的な立場
での分析及び検討を行う必要がある。当該法人は、これまで
もコンテナターミナルに関する多面的な調査研究を実施し、
優れた成果を収めるとともに、港湾に関する詳細なデータを
保有し、データの収集・集計・分析等、本調査を中立的・効率
的に行うことができる唯一の者であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

213
（財）地域伝統芸能活用セン
ター

伝統芸能を活用した台湾からの
観光客誘致事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月7日 12,610,214

　財団法人地域伝統芸能活用センターとの間で締結している
伝統芸能を活用した台湾からの観光客誘致事業について
は、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の
観点から企画競争を実施した結果、当該法人が契約の相手
方として選定されたものであり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

214 （社）日本海難防止協会
マラッカ・シンガポール海峡船舶
通航量等調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月7日 12,500,000

　社団法人日本海難防止協会との間で締結しているマラッ
カ・シンガポール海峡船舶通航量等調査については、シンガ
ポール、マレーシア政府が所有しているSTRAITREPデータを
入手し、それを基に膨大なロイズ統計データを分析したうえで
実施する必要があるため、両国政府との強いつながりと、海
事に関する幅広い知識及びマラッカ・シンガポール海峡の運
航実態に関する十分な知見を有している必要がある。当該法
人は、海事に関する幅広い調査研究及び各種の海事統計並
びに調査を実施しており、海事に関する各種データも蓄積し
ている。また、海外のマラッカ・シンガポール海峡に関する各
種会議、セミナーへも参加しており、運航実態の把握等航行
安全に係る様々な問題、事情に精通し、両国政府との強いつ
ながりも有している唯一の者であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

215 （独）交通安全環境研究所
準天頂衛星による移動体向け高
精度測位補正技術に関する研
究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月7日 26,976,881

　独立行政法人交通安全環境研究所との間で締結している
準天頂衛星による移動体向け高精度測位補正技術に関する
研究については、基本となる鉄道技術分野以外にも、ＧＰＳ・
衛星通信やシミュレーション構築に関する専門的な知識及び
技術が必要である。当該法人は、長年にわたって鉄道におけ
る車両技術・電気技術・土木技術分野での研究はもとより、
近年ではＧＰＳによる鉄道車両位置検知や信号保安システム
のシミュレーション作成などの研究をしており、鉄道事業者の
協力も得て衛星電波利用方面でも実績を積んでいる。また、
鉄道へのＧＰＳ衛星通信利用について実車両を用いた運行
管理システム・信号保安システムなどへの利用検証をしてい
るのは現在当該法人のみであり、鉄道技術分野を含めた総
合的な専門的知識及び技術を有している唯一の者であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

216
（財）港湾空間高度化環境研
究センター

港湾物流の電子化促進戦略の
検討調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月10日 51,513,000

　財団法人港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結
している港湾物流の電子化促進戦略の検討調査について
は、港湾物流に介在する各事業者の電子化について促進方
策を取りまとめるものである。本業務の実施にあたっては、港
湾物流の実態、中小事業者も含めた各事業者の業務、情報
化の現状・問題点、海外も含めた促進方策事例等に関する
高い知見が必要であるが、これらの要件を満たしているのは
当該法人のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

217 （独）国際観光振興機構
New York Times Travel Showへ
のビジット・ジャパン・キャンペー
ンブース出展事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月10日 7,045,925

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している
New York Times Travel Showへのビジット・ジャパン・キャン
ペーンブース出展事業については、より効果的なビジット・
ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画競争を実施
した結果、当該法人が契約の相手方として選定されたもので
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

218 （財）計量計画研究所
社会資本整備における合意形成
の円滑化に関する調査（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月10日 6,930,000

社会基盤整備の計画立案ﾌﾟﾛｾｽに関する専門的知見に加
え、海外制度事例の収集能力など様々な視点からの幅広い
知見に基づく実証的専門的能力が必要となる。（財）計量計
画研究所は我が国諸官庁の合理的政策決定及び企業の科
学的計画に関する知識普及に寄与することを目的として設立
され、社会資本整備計画に関する種々の業務の他、行政管
理、経済計画、地域都市問題などに関する政策決定、計画
立案など本業務の履行に不可欠な総合的能力を有してい
る。社会基盤整備の計画立案プロセスに関する具体的な活
動については道路局からの受託業務「H13道路計画における
合意形成のあり方検討業務」において同局が導入を進めるﾊﾟ
ﾌﾞﾘｯｸｲﾝﾎﾞﾙﾌﾞﾒﾝﾄ(PI)の位置づけや手法、構想段階評価の前
提となる計画検討ﾌﾟﾛｾｽなどの整理を行い「市民参画型道路
計画ﾌﾟﾛｾｽのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」の原案を作成している。更に「H14市
民参画型道路計画ﾏﾆｭｱﾙ検討業務」において同ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを
解説したﾏﾆｭｱﾙを作成し計画立案ﾌﾟﾛｾｽにおけるPIと合意形
成に深い知見を有している。又、東京外郭環状道路調査事
務所から受託業務「H15・H16広域幹線道路PI実施検討業務」
において広域幹線道路の建設の計画段階におけるPIのｼｽﾃ
ﾑ設計を行っており実務面からもPIについて豊富な経験を有
している。又、横浜国道事務所からの受託業務「海外におけ
るPI事例調査等業務」等の実施を通じ海外の社会資本整備
の計画立案について調査実績を持っている。よって社会基盤
整備の計画立案ﾌﾟﾛｾｽに関する幅広い知見を有し、中央省
庁、地方整備局、地方自治体等からの委託調査を多数実施
していることから豊富な調査ﾉｳﾊｳと人的ﾈｯﾄﾜｰｸの活用が期
待できる。

会計法第２９条の３第
４項

見直の余地があるも
の

一般競争
入札等に
移行するた
めの準備
に時間を要
するもの
（18年度契
約では、企
画競争を
実施）

又、関連してH15～16年度にかけて同研究所に委託(「持続可
能な地域形成のための地域資源循環ﾓﾃﾞﾙ構築に関する調
査」「環境に配慮した地域づくり施策評価ﾓﾃﾞﾙ構築に関する
調査」)して、各国の社会基盤整備の計画立案等において活
用されている第三者機関等の役割の概要を整理し、このうち
米国のﾒﾃﾞｨｴｰﾀｰについて歴史的経緯・制度・事例等の調査
を行った。この過年度成果をもとにﾒﾃﾞｨｴｰﾀｰの活動実態、育
成手法、各機関の取組み等についてより詳細な情報収集を
行うものであることから、その実施のためには過年度成果の
内容に精通していることが必要不可欠である。従って、本業
務を専門的かつ高度なﾚﾍﾞﾙで効率的かつ総合的に遂行する
ことができる唯一の機関であるため随意契約を行うものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

219 （独）交通安全環境研究所
鉄道車両用運転状況記録装置
に関する技術調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月11日 3,272,665

　独立行政法人交通安全環境研究所との間で締結している
鉄道車両用運転状況記録装置に関する技術調査について
は、運転状況記録装置についての知見や求められる性能、
今後の動向等総合的な知識を有するとともに、当該資料を作
成するための適切な調査を行う能力が必要である。　また、
本記録装置の用件を早急にとりまとめることとして、近日中に
「技術基準検討委員会中間とりまとめ」が公表される予定で
あり、本とりまとめにおいて、自動車工業等異分野の専門家
の協力を得て、技術の効率的、効果的な開発と導入を図るこ
とが不可欠とされる予定である。　当該法人は、自動車分野
における研究組織を有しており、既に大型自動車へ義務化さ
れている運行記録計について豊富な知見を有している。　ま
た、本装置は鉄道車両に設置する機器であることから、鉄道
車両構造にも精通している唯一の法人であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

220
（財）国際観光サービスセン
ター

英国新聞・雑誌記者招請事業
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月14日 3,291,540

　財団法人国際観光サービスセンターとの間で締結している
英国新聞・雑誌記者招請事業については、より効果的なビ
ジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画競争
を実施した結果、当該法人が契約の相手方として選定された
ものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

221
（財）日本建設情報総合セン
ター

公共事業支援システムにおける
適化計画検討のための調査

に関する研究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月14日 30,030,000

　財団法人日本建設情報総合センターとの間で締結している
公共事業支援システムにおける 適化計画検討のための調
査に関する研究については、公共事業業務等システムに関し
て行政情報提供のあり方や関連技術動向並びに現状のシス
テム構成、行政情報提供基盤に関するシステム構成の仕様
等について熟知している必要があるが、これらの要件を満た
しているのは、当省の「CALS/EC」及び「電子入札」に係るシ
ステムを開発するなど公共事業に係る行政内部の業務を熟
知しているとともに、公共事業の調査、設計、積算、入札契
約、工事施工、維持管理といった一連のプロセスにおいて、
ITの活用によって支援するシステムについての調査、研究及
び開発に精通している当該法人のみであり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

222 （独）海上技術安全研究所
漁船の操業海域の気象海象に
関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月14日 480,329

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
漁船の操業海域の気象海象に関する調査については、当該
法人は、船舶の安全確保の研究や漁船の操業実態調査、日
本近海の波浪統計データベースの作成を行うなど技術的知
見を有するとともに、海上における風・波の統計データに関し
て専門的知識を有している唯一の者であり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

223 （財）区画整理促進機構
中心市街地活性化基本計画
データベース作成調査（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月14日 2,289,000

本業務においては、提出された基本計画に位置づけられた
事業の推進に必要な事項を検討・抽出し、基本計画から抽出
した事項の整理・分析等を行う業務が含まれている。このよう
な基本計画に記載された事項についての総合的な調査・分
析業務の実施にあたっては、中心市街地活性化施策や具体
的な事業実施に関する特に高度な経験及び技術を必要とす
る。（財）区画整理促進機構は、寄付行為上、土地区画整理
事業の一層の推進を図るため、土地区画整理事業の円滑な
着手、事業資金の確保等のための支援及び土地区画整理事
業地区に係る宅地利用増進のための支援等を行い、もって
都市整備の推進と国民生活の向上に寄与することを目的とし
て設立され、中心市街地活性化のための事業の中心的位置
付けにある土地区画整理事業について精通している。又、中
心市街地法の施行と同時に機構内部に街なか再生全国支援
センターを設置し、中心市街地活性化支援策を推進してお
り、中心市街地に関する情報・資料の収集や調査分析を行う
今回の業務の実施に十分な体制が整っている。更に、同機
構は、これまでに街なか再生全国支援センターにおいて、街
なか再生実施マニュアルの作成、中心市街地活性化講習会
の開催等を行い各方面から高い評価を得るとともに、提出さ
れた基本計画の写しを全て所蔵し、中心市街地活性化施策
の支援活動の資料とする他、平成12年度～平成16年度国土
交通省請負業務「中心市街地活性化基本計画データベース
作成調査」を実施するなど豊富な経験を有している。本調査
は平成16年度までの調査との連続性をもって行うことが、より
高度なデータベースとなる上で必要不可欠である。　このよう
に、本業務を行う上で、上記の特に高度かつ専門的な技術又
は経験を有する者は、同法人をおいて他にはない。　従って、
本業務については、会計法第29条の３第４項に基づき（財）区
画整理促進機構と随意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第
４項

見直の余地があるも
の

一般競争
入札等に
移行したも
の
（18年度か
ら直ちに一
般競争に
移行）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

224 （独）国際観光振興機構
Los Angeles Times Travel Show
へのビジット・ジャパン・キャン
ペーンブース出展事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月16日 6,989,567

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している
Los Angeles Times Travel Showへのビジット・ジャパン・キャ
ンペーンブース出展事業については、より効果的なビジット・
ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画競争を実施
した結果、当該法人が契約の相手方として選定されたもので
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

225 （財）沿岸技術研究センター
港湾における防災力向上検討調
査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月17日 32,445,000

　財団法人沿岸技術研究センターとの間で締結している港湾
における防災力向上検討調査については、港湾等の沿岸域
に関する調査研究・資料収集等について十分な経験、実績
の他、港湾施設の海象に関する知見や設計、さらには被災メ
カニズムに関する専門的な知見が必要となるとともに、被災
施設の復旧工法等公共土木工事の発注に密接に関係する
情報を取りまとめる関係から高い公共性が必要不可欠であ
る。当該法人は、沿岸域に関する調査研究・資料収集等につ
いて十分な経験、実績、豊富な専門知識を有するとともに、
港湾災害に関する広範な知見を有する唯一の者であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

226
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平成１７年度港湾施設における
アセットマネジメントに関する検
討調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月17日 15,330,000

　財団法人港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結
している平成１７年度港湾施設におけるアセットマネジメント
に関する検討調査については、港湾構造物の現場条件や施
工技術を熟知したうえで港湾構造物の維持管理に精通して
いるとともに、港湾施設の建設・維持管理事業の施工等に係
る高度な技術及びシステムに関する調査研究能力を有して
いるほか、公平・中立的な立場から業務を行う必要がある
が、これらの要件を満たしているのは当該法人のみであり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

227 （財）運輸政策研究機構
規制緩和後の公共交通機関の
利便性等の評価に関する調査
（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月17日 3,100,000

本調査を実施するに当たっては、公共交通機関の利用者に
対するアンケート調査や規制緩和の評価や効果等について
総合的な分析を行う観点から、交通運輸に関する幅広い基
礎データの蓄積や解析能力などに関する十分な能力を有す
る必要があるとともに、公共交通機関の各分野における規制
緩和の内容等について、十分な知見を有している必要があ
る。財団法人運輸政策研究機構は、①交通運輸に関する研
究及び調査、交通運輸における情報の収集、分析及び提供
等を主たる事業としており、統計調査等の企画立案、実施、
調査結果の集計及び解析等について、優秀な能力を有して
いる。②平成１６年度に「規制緩和後の公共交通機関の利便
性等の評価に関する調査」を手がけており、公共交通機関の
各分野の規制緩和の内容等について、十分なデータの蓄積
があることから、本調査に係るノウハウに通じ、基礎データの
蓄積もあり、調査体制及び調査内容に対する解析度、調査
能力の面からも本調査を円滑かつ着実に実施できる能力を
有している。以上のノウハウは本業務の実施に不可欠であ
り、財団法人運輸政策研究機構は本業務を実施できる唯一
の機関であることから、随意契約を締結するものである。（会
計法第29条の3第4項）

会計法第２９条の３第
４項

その他のもの

－
（18年度以
降において
当該事務・
事業の委
託等を行
わないもの
としたもの）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

228
（財）都市づくりパブリックデザ
インセンター

景観に関する規制誘導方策に関
する調査（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月18日 1,562,400

昨年度の調査では、景観条例の構成・内容の分類、傾向の
分析や、景観施策の実態についての調査を実施した。本年
度は、これまでの調査を活用し、景観条例等の景観施策の実
態把握を行い、さらに景観法施行に伴う景観条例等への影
響等について検討を行うものであり、昨年までの調査･検討
の結果を活用する必要がある。（財）都市づくりパブリックデ
ザインセンターは昨年までの景観調査を実施し、優秀な成果
をあげてきた。また当財団は、都市における公共空間のデザ
インに関する総合的な調査研究及び技術開発等を行い、健
康で文化的な都市環境の形成を図り、魅力ある都市の建設
に努めることを目的として設立された法人であり、これまでに
も都市デザインに関する調査･研究や、講習会･研修会並び
に図書の刊行などを広く手がけ、公共団体等に対する啓発を
行ってきている。また、平成３年度から続けられている都市景
観大賞の受賞地区は、良好な景観形成の貴重な事例である
が、同法人内には「都市景観の日」実行委員会の事務局が
置かれており、これら事例について詳細な情報を活用するこ
とができる。当財団はこれらの活動に必要となる都市景観に
関する広範な知識と景観施策に関する高度な技術･経験を有
しており、これまでに十分な成果を挙げている。本業務を行う
上では上記のような高度な技術や知識が不可欠であることか
ら、契約相手として、（財）都市づくりパブリックデザインセン
ターをおいて他にはない。従って、本調査については、会計
法第29条の3第4項に基づき、（財）都市づくりパブリックデザ
インセンターと随意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第
４項

見直の余地があるも
の

一般競争
入札等に
移行するた
めの準備
に時間を要
するもの
（18年度契
約では、企
画競争を
実施）

229
（財）港湾空間高度化環境研
究センター

平成１７年度港湾諸手続の簡素
化等検討調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月18日 26,250,000

　財団法人港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結
している平成１７年度港湾諸手続の簡素化等検討調査につ
いては、港湾諸手続の複数且つ多様な状況把握並びに情報
化等に関する知識のみならず、港湾管理者や民間事業者と
の連携・調整等必要不可欠があり、中立的な立場で検討でき
る者の能力が必要である。当該法人は、港湾における各種
手続情報を関係者の間で円滑・簡便・迅速に交換できる海陸
一貫物流情報システムなどの内容を熟知しているとともに、
高く広範な知見やノウハウを有している唯一の者であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

230 （社）海外運輸協力協会
平成１７年度総合物流体系整備
協力調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月18日 20,183,537

　社団法人海外運輸協力協会との間で締結している平成１７
年度総合物流体系整備協力調査については、運輸分野の国
際協力事業であり、開発途上国における航空、港湾、鉄道、
都市交通全ての分野にわたる物流体系に関しての高度な調
査方法や分析能力等の知見、並びに相手国政府機関、現地
日本大使館、ＪＩＣＡ事務所等との緊密な連携及び調整能力を
有していることが必要であるが、これらの要件を満たしている
のは、海外における運輸部門全般にわたる総合的コンサル
ティング活動を促進し、併せて運輸分野国際協力の総合的な
推進を図ることを主目的に発足して以来、運輸関係の国際協
力を総合的に推進している当該法人のみであり、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量
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その所属する部局の名称及
び所在地

231 （財）交通統計研究所
自動車運送事業経営状況集計
作業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月21日 2,310,000

　財団法人交通統計研究所との間で締結している自動車運
送事業経営状況集計作業については、集計作業の十分な知
識、能力のほか、企業財務諸表に関する知識や旅客及び貨
物に係る自動車運送事業の運送実績、営業実績の各報告書
等に関する知識を有し、さらに、これら自動車運送事業に関
する専門知識についても熟知、精通している必要がある。当
該法人は、交通運輸に関する各種統計データ等の提供及び
交通統計に係る各種端末等を用いたデータ入力等の情報処
理業務を幅広く手がけてきた実績を有していることから、本業
務に必要な専門的知識について熟知しており、かつ交通運輸
に関するデータ集計の豊富な経験、高度な技術力を有してい
るとともに中立的な機関である唯一の者であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

232
（財）国際観光サービスセン
ター

インセンティブツアー・キーパー
ソン招請事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月21日 18,830,259

　財団法人国際観光サービスセンターとの間で締結している
インセンティブツアー・キーパーソン招請事業については、よ
り効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点
から企画競争を実施した結果、当該法人が契約の相手方とし
て選定されたものであり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

233
（社）日本マリーナ・ビーチ協
会

港湾景観に配慮したマリーナ等
におけるユニバーサルデザイン
適用検討調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月21日 12,600,000

　社団法人日本マリーナ・ビーチ協会との間で締結している
港湾景観に配慮したマリーナ等におけるユニバーサルデザイ
ン適用検討調査については、マリーナ等の景観形成や施設
計画・設計手法や行政・民間による施設の管理・運営手法、
また、市民等による施設の利用状況等幅広い知見と専門知
識を有し、中立・公平な立場から総合的に調査研究すること
ができる機関である必要がある。当該法人は、マリーナ等の
景観形成や施設計画・設計等の技術を有する唯一の者であ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

234 （社）日本港湾協会
港湾管理法制の在り方に関する
調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月21日 13,860,000

　社団法人日本港湾協会との間で締結している港湾管理法
制の在り方に関する調査については、国内・海外の主要港に
おける維持管理制度や実態、港湾管理者の財政状況等の
データ収集・分析を中立的に行う必要がある。当該法人は、
これまで多数の港湾の施設、管理等に関する調査研究、港
湾に関する資料の収集等の事業を行っており、本調査の実
施に必要なデータ量も有しているとともに、事業の根幹に係
わる情報が含まれる本調査で収集するデータの適切な情報
管理を徹底することができる唯一の者であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

235 近畿日本ツーリスト（株）
２００５杭州ジャパンフェスタ開催
事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月21日 39,499,995

　近畿日本ツーリスト株式会社との間で締結している２００５
杭州ジャパンフェスタ開催事業については、より効果的なビ
ジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画競争
を実施した結果、当該法人が契約の相手方として選定された
ものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

236
（財）国際観光サービスセン
ター

独国ツアーオペレータ招請事業
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月22日 3,184,950

　財団法人国際観光サービスセンターとの間で締結している
独国ツアーオペレータ招請事業については、より効果的なビ
ジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画競争
を実施した結果、当該法人が契約の相手方として選定された
ものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

237 （社）海外運輸協力協会 平成１７年度国際協力評価事業
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月24日 14,956,664

　社団法人海外運輸協力協会との間で締結している平成１７
年度国際協力評価事業については、開発途上国の運輸分野
の事業に関して専門的・総合的な知見を有することとともに運
輸分野での技術協力に関する調査についての豊富な実績及
び定量的分析手法を有し、かつ公平・中立的な立場で取り組
みができることが必要不可欠であるが、これらを満たしている
のは、海外における運輸部門全般における総合的コンサル
ティング活動を促進し、運輸分野国際協力の総合的な推進を
図ることを主目的に、開発途上国の航空、港湾、鉄道の多岐
にわたる分野において総合的かつ効果的な調査研究を実施
してきている当該法人のみであり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

238 （社）海外運輸協力協会
平成１７年度国際観光開発促進
協力調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月24日 20,403,860

　社団法人海外運輸協力協会との間で締結している平成１７
年度国際観光開発促進協力調査については、運輸分野の国
際協力事業であり、開発途上国における観光事業全般に関
しての高度な調査方法や分析能力等の知見、並びに相手国
政府機関、現地日本大使館、ＪＩＣＡ事務所等との緊密な連携
及び調整能力を有していることが必要であるが、これらの要
件を満たしているのは、海外における運輸部門全般にわたる
総合的コンサルティング活動を促進し、併せて運輸分野国際
協力の総合的な推進を図ることを主目的に発足して以来、運
輸関係の国際協力を総合的に推進している当該法人のみで
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

239 （社）日本観光協会
雪資源を活用した冬季旅行商品
造成支援事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月24日 5,728,517

　社団法人日本観光協会との間で締結している雪資源を活
用した冬季旅行商品造成支援事業については、より効果的
なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画
競争を実施した結果、当該法人が契約の相手方として選定さ
れたものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

240 （財）運輸政策研究機構

羽田空港再拡張に伴う空港アク
セスの改善強化に向けた整備方
策に関する調査（運輸政策審議
会答申路線に関する分科会）

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月28日 19,700,000

　財団法人運輸政策研究機構との間で締結している羽田空
港再拡張に伴う空港アクセスの改善強化に向けた整備方策
に関する調査（運輸政策審議会答申路線に関する分科会）に
ついては、交通計画に関連する調査技術を有するとともに、
中長期的な首都圏の都市交通体系のあり方や動向等につい
て十分な知見が求められる。当該法人は、鉄軌道系による空
港アクセスに関する調査も手がけており、都市交通に関する
実態調査の経験、データの蓄積も豊富であることから本調査
を行う上で必要となる専門的な知識と経験を有している。ま
た、「空港アクセス鉄道整備の促進に関する調査」を基にし、
さらに発展した内容の調査を目指すものであるため、その
データは本調査にも必要不可欠であり、当該法人はこの調査
を行いデータを有している唯一の者であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

241 （独）国際観光振興機構
広東省における訪日修学旅行促
進セミナー実施事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月28日 3,214,050

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している広
東省における訪日修学旅行促進セミナー実施事業について
は、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の
観点から企画競争を実施した結果、当該法人が契約の相手
方として選定されたものであり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

242
（財）港湾空間高度化環境研
究センター

既存ストック等の効率的管理に
よる環境の保全・再生・創出方策
検討調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月29日 9,773,870

　財団法人港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結
している既存ストック等の効率的管理による環境の保全・再
生・創出方策検討調査については、全国の港湾における環
境、既存ストック等、並びに港湾の管理に関する実態及びそ
の効率化への課題等について、幅広く詳細な知見を有し、公
正・中立な立場で調査・検討を実施できる機関であることが必
要であるが、これらの要件を満たしているのは当該法人のみ
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

243 （社）日本港湾協会
平成１７年度港湾施設の出入管
理高度化に向けた実証実験調
査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年11月29日 69,288,036

　社団法人日本港湾協会との間で締結している平成１７年度
港湾施設の出入管理高度化に向けた実証実験調査について
は、平成１６年度に行った「港湾施設の出入管理の高度化に
関する検討調査」の結果を踏まえた実証実験の企画・実施が
必要不可欠である。当該法人は、本調査を実施するための
組織体制が整っているとともに、本実証実験に先立ち検討を
行った「港湾施設の出入管理の高度化に関する検討調査」を
実施している他、港湾の管理運営、保安措置に関する専門
的かつ総合的な情報の蓄積がある唯一の法人であり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

244 （独）土木研究所
平成１７年度社会資本の管理技
術の開発業務（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月30日 59,850,000

本業務に含まれる実験を行うことができる土木技術に関する
実験施設等を有する独立行政法人、公益法人等は、当該独
立行政法人の他には見当たらない。また、社会資本の整備、
土木技術等について高度で広範囲な知識および中立性、公
平性が求められるため。
したがって、会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第
４項

その他のもの

－
(随意契約
によらざる
を得ないも
の)

245 （財）鉄道総合技術研究所
共通ＩＣカードシステム導入・相互
利用化に関する調査検討

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年12月1日 3,423,000

　財団法人鉄道総合技術研究所との間で締結している共通Ｉ
Ｃカードシステム導入・相互利用化に関する調査検討につい
ては、基本となる鉄道技術分野以外にも、ＩＣカードシステム
に係る情報分野等の専門的な知識及び技術が要求される。
当該法人は、長年にわたって鉄道における電気・情報・機械・
人間科学等の各種技術分野での研究を行っており、鉄道技
術全般に関する豊富な知識及び経験を有しており、また平成
１３年度から本調査検討業務に携わっていることからこれま
での蓄積した総合的な知識と経験をも有している唯一の者で
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

246 （財）日本船舶技術研究協会
船舶からの環境負荷低減技術
戦略構築調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年12月1日 3,972,969

　財団法人日本船舶技術研究協会との間で締結している船
舶からの環境負荷低減技術戦略構築調査については、船舶
からの大気汚染防止に関する国際基準の現状に精通してい
るとともに、舶用機関の大気汚染物質排出特性や大気汚染
物質を削減する技術の開発状況について専門的知識と豊富
な経験を有していることが必要である。また、本調査結果は

終的に基準の策定に資することを目指すものであるため、
公正かつ中立性の確保が必要不可欠である。当該法人は、
長年にわたり国際海事機関での船舶からの大気汚染防止に
関する国際会議に出席するとともに船舶からの大気汚染防
止に関する国際基準の調査研究を実施するなど国際基準の
現状について精通している。また、調査研究の一環として舶
用機関からの大気汚染物質排出特性や大気汚染物質を削
減する技術の開発状況等を踏まえた基準の策定調査も行っ
ていることから、専門的知識と豊富な経験を有しており、かつ
公正かつ中立的な唯一の者であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

247 （社）日本港湾協会
平成１７年度港湾貨物動向分析
調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年12月1日 24,990,000

　社団法人日本港湾協会との間で締結している平成１７年度
港湾貨物動向分析調査については、港湾の総合的な知見を
有するとともに、港湾活動に関する情報を豊富に有すること
が必要となる。当該法人は、これまでも本調査を実施し、優れ
た成果を収めるとともに、本調査に関する詳細なデータを保
有し、データの収集・集計・分析等、本調査を効率的に実施で
きる唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

248 （独）建築研究所
平成１７年度市街地形態が熱環
境に及ぼす影響の定量的評価
に関する研究（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月5日 4,832,265

　本業務は独立行政法人建築研究所が環境省の競争的資
金に応募して獲得した研究委託費であるから、移替え手続き
により資金が国土交通省を経由するにすぎないため。
したがって、会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第
４項

見直しの余地があるも
の

一般競争
入札等に
移行したも
の（公募に
よる企画競
争を行って
いるもの）

249 （独）建築研究所
平成１７年度原子力施設の新シ
ステムによる免・制震化技術の
研究（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月5日 7,334,250

　本業務は独立行政法人建築研究所が環境省の競争的資
金に応募して獲得した研究委託費であるから、移替え手続き
により資金が国土交通省を経由するにすぎないため。
したがって、会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第
４項

見直しの余地があるも
の

一般競争
入札等に
移行したも
の（公募に
よる企画競
争を行って
いるもの）

250 （独）建築研究所
平成１７年度家庭用エネルギー
消費削減技術の開発及び普及
促進に関する研究（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月5日 28,252,620

　本業務は独立行政法人建築研究所が環境省の競争的資
金に応募して獲得した研究委託費であるから、移替え手続き
により資金が国土交通省を経由するにすぎないため。
したがって、会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第
４項

見直しの余地があるも
の

一般競争
入札等に
移行したも
の（公募に
よる企画競
争を行って
いるもの）

251 （独）土木研究所

平成１７年度公共用水域の人畜
由来汚染による健康影響リスク
の解明と規制影響分に関する研
究（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月5日 5,008,000

　本業務は独立行政法人土木研究所が環境省の競争的資
金に応募して獲得した研究委託費であるから、移替え手続き
により資金が国土交通省を経由するにすぎないため。
したがって、会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第
４項

見直しの余地があるも
の

一般競争
入札等に
移行したも
の（公募に
よる企画競
争を行って
いるもの）

252 （独）土木研究所

平成１７年度河川流域における
ＰＰＣＰｓ（医薬品および日用品等
由来化学物質）の挙動の解明に
関する研究（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月5日 19,977,000

　本業務は独立行政法人土木研究所が環境省の競争的資
金に応募して獲得した研究委託費であるから、移替え手続き
により資金が国土交通省を経由するにすぎないため。
したがって、会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第
４項

見直しの余地があるも
の

一般競争
入札等に
移行したも
の（公募に
よる企画競
争を行って
いるもの）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

253 （独）土木研究所

平成１７年度都市排水に含まれ
るエストロゲン様物質が魚類に
及ぼす影響と指標化に関する研
究（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月5日 28,674,000

　本業務は独立行政法人土木研究所が環境省の競争的資
金に応募して獲得した研究委託費であるから、移替え手続き
により資金が国土交通省を経由するにすぎないため。
したがって、会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第
４項

見直しの余地があるも
の

一般競争
入札等に
移行したも
の（公募に
よる企画競
争を行って
いるもの）

254 （独）土木研究所
平成１７年度建設機械のＩＴ施工
技術検討業務（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月5日 84,000,000

本業務に必要な①土木施工、建設機械とそれらの自動化、Ｉ
Ｔ化に関する知識の所有、②発注者、施工者等の立場を越え
て施工システム等を把握・分析できる広範な見識の所有と、
公正で透明性のある業務を行うこと、の条件を満たす唯一の
法人であるため。
したがって、会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第
４項

その他のもの

－
(随意契約
によらざる
を得ないも
の)

255 （社）海外鉄道技術協力協会
海外主要国との事故情報等の共
有化による鉄道の安全性向上方
策に関する調査研究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年12月5日 8,937,684

　社団法人海外鉄道技術協力協会との間で締結している海
外主要国との事故情報等の共有化による鉄道の安全性向上
方策に関する調査研究については、鉄道分野の国際協力に
関する卓越した見地に加え、国ごとの地域特性、他の交通イ
ンフラの現状と課題等広範な関連分野に係る幅広い知識・ノ
ウハウが必要となる。また、各国の鉄道について 新データ
を収集し、技術的・経営的経験に裏付けられた手法を駆使
し、各種周辺状況を加味して客観的に取りまとめる能力が必
要である。当該法人は、鉄道プロジェクトに関する調査、コン
サルティング・エンジニアリング業務等を通じて、各国鉄道に
関する膨大なデータを蓄積し、各国鉄道行政、鉄道運営関係
者と緻密な人的ネットワークを形成しており、鉄道の建設・運
営の技術全般を網羅し、かつ鉄道技術の国際協力に関する
貴重な実績・ノウハウを有している。また、平成１５年度から
同調査研究を実施している実績がある唯一の者であり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

256
（独）鉄道建設・運輸施設整備
支援機構

首都圏における既存の駅施設の
乗降客数等に関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年12月5日 2,500,000

　独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構との間で
締結している首都圏における既存の駅施設の乗降客数等に
関する調査については、都市鉄道について総合的で幅広い
知見・調査研究データを有しているとともに、十分な調査実施
能力を具備していることが必要である。当該法人は、数多くの
鉄道建設を行うとともに、都市鉄道整備等基礎調査や鉄道事
業経営に密接に関連する様々な調査等を行っており、幅広い
知見・調査研究データを有している。また、鉄道プロジェクトの
現状分析から将来予測・評価までの一連の検討作業を効率
的に実施するための交通計画支援システム（ＧＲＡＰＥ）を開
発し、活用するなど、鉄道プロジェクトの調査に関する総合的
なノウハウやデータが幅広く蓄積されている唯一の者であり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

257 三菱電機（株） 受電設備等点検整備（一式）
大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月9日 6,930,000

本件は中央合同庁舎第三号館の受電設備等の点検整備を
行うものである。当該設備は、三菱電機株式会社がおもに設
計、製作、納入、設置工事を行ったもので、メーカ独自の設計
による仕様となっておりその一部は公開されていないため、
製作メーカ以外では計画的な部品交換及び適切な交換部品
の判断を行う保守点検はできない。また、一部の設備は、製
作後３０年を経過し老朽化しており、設備の短期、長期的な
展望、緊急時の対応方法、故障発生時の早期復旧が求めら
れ、製造時からの蓄積されたデータ解析や純正部品又は使
用可能機材の在庫等を把握した早期対応できる体制が必要
であり、このノウハウを有しているのは製作納入メーカである
同社のみである。さらに、点検整備を行うにあたっては設備
停電が必要であるが、業務の都合上、点検時に停電できな
い設備が多数存在し、仮設配線の布設、仮設電源の切換作
業を行うことが必要であり、当庁舎の電気設備に精通してい
なければ短時間での切換作業を行うことは難しいが、同社
は、当庁舎受電設備を設計し設置したメーカであり十分設備
に精通しているため、この様な作業も可能である。以上によ
り、本設備の点検整備等に対して万全を期することができる
三菱電機株式会社と随意契約するものである。（会計法第29
条の3第4項）

会計法第２９条の３第
４項

見直の余地があるも
の

一般競争
入札等に
移行したも
の
（18年度か
ら直ちに一
般競争に
移行）

258 （財）鉄道総合技術研究所
福知山線列車脱線事故に係る
脱線シミュレーション調査分析

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年12月12日 11,455,500

　財団法人鉄道総合技術研究所との間で締結している福知
山線列車脱線事故に係る脱線シミュレーション調査分析につ
いては、事故原因の究明のために実施する調査である。事
故調査においては、関係法規に基づき、事故原因の究明の
ための調査を速やかに実施し、報告書をできる限り早く公表
することにより、事故防止に寄与する必要がある。当該者は
本件事故調査に関し、鉄道技術に専門的かつ高度な知識を
有しており、実施目的を緊急かつ適確に遂行できる唯一の者
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの(１８年度か
ら公募手続きを行う)

公募手続
きを導入

259 （財）鉄道総合技術研究所
脱線事故関係等に関する調査
研究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年12月12日 11,760,000

　財団法人鉄道総合技術研究所との間で締結している脱線
事故関係等に関する調査研究については、鉄道の土木、車
両等の技術について豊富な知識及び経験を有することが必
要であり、また各々の技術基準については一貫した考え方を
踏襲して進めていく必要がある。当該法人は、土木、建築、
機械、電気、情報、材料、人間科学など鉄道技術に関するあ
らゆる分野を研究領域としてカバーし、鉄道技術に関して豊
富な知識及び経験者を数多く有している。また、昭和６２年度
から平成１６年度まで実施している鉄道技術基準整備のため
の調査研究をはじめとして、鉄道技術基準に関する検討を実
施した実績を有している唯一の者であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

260 （財）日本舶用品検定協会
活性物質を使用するバラスト水
管理システム承認手順に必要な
データ調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年12月12日 507,045

　財団法人日本舶用品検定協会との間で締結している活性
物質を使用するバラスト水管理システム承認手順に必要な
データ調査については、当該法人は、バラスト水処理装置に
関する国際会議へ出席し国際基準や国際規格に精通してい
るとともに、調査研究を実施するなど専門的知識や経験を有
している唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

261 （独）海上技術安全研究所
次世代内航船に関わる乗組み
制度見直しの検討のための調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年12月12日 14,026,909

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
次世代内航船に関わる乗組み制度見直しの検討のための調
査については、船上に搭載されている機器類及び乗務員が
航行中に行う作業に関する専門的知識だけでなく、スーパー
エコシップに係る専門知識が必要である。また、法令等の見
直しに係わる調査のため、公正かつ中立性の確保が必要で
ある。当該法人は、長年にわたって船舶の安全や船舶に搭
載される機器等に関する研究を行っている。また、本省の施
策である「次世代内航船（スーパーエコシップ）の技術開発」
においても中心的役割を果たしている公正かつ中立的な唯
一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

262 （財）鉄道総合技術研究所
福知山線列車脱線事故に係る
バラスト飛散試験

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年12月13日 49,633,500

　財団法人鉄道総合技術研究所との間で締結している福知
山線列車脱線事故に係るバラスト飛散試験については、事
故原因の究明のために実施する調査である。事故調査にお
いては、関係法規に基づき、事故原因の究明のための調査
を速やかに実施し、報告書をできる限り早く公表することによ
り、事故防止に寄与する必要がある。当該者は本件事故調
査に関し、鉄道技術に専門的かつ高度な知識を有しており、
実施目的を緊急かつ適確に遂行できる唯一の者であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの(１８年度か
ら公募手続きを行う)

公募手続
きを導入

263 （独）国際観光振興機構
仏国ＳＭＴパリへのビジット・ジャ
パン・キャンペーン出展事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年12月13日 9,101,742

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している仏
国ＳＭＴパリへのビジット・ジャパン・キャンペーン出展事業に
ついては、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業
実施の観点から企画競争を実施した結果、当該法人が契約
の相手方として選定されたものであり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

264
（財）日本建設情報総合セン
ター

ＵＰ型積算方式と新たな入契方
式との整合性検討（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月13日 19,110,000

本業務の請負に必要な公共工事の建設情報システムに関す
る広範囲かつ高度な調査研究、公共工事の積算手法に関す
る検討等の実施を事業としていることから、公共工事の積算
手法に関しての研究を背景とした高度な知識を有しており、
かつ公平性・中立性を有する唯一の団体である。
したがって、会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第
４項

見直しの余地があるも
の

一般競争
入札等に
移行するた
めの準備
に時間を要
するもの（１
９年度契約
では企画
競争を実
施し、２０年
度以降、総
合評価によ
る一般競
争に移行）

265 （独）国際観光振興機構
シンガポールNATAS Travel
2006出展事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年12月14日 9,868,245

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結しているシン
ガポールNATAS Travel 2006出展事業については、より効果
的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企
画競争を実施した結果、当該法人が契約の相手方として選
定されたものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

266 （独）国際観光振興機構 韓国訪日教育旅行市場調査
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年12月15日 5,365,490

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している韓
国訪日教育旅行市場調査については、より効果的なビジッ
ト・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画競争を実
施した結果、当該法人が契約の相手方として選定されたもの
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）
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（円）
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267
（財）日本建設情報総合セン
ター

電子入札システム機能追加業務
（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月16日 41,086,500

本業務は、総務省からの統一資格審査更新データの提供を
受けるまでの空白期間を解消するため、総務省の調達総合
情報システムと国土交通省電子入札システム（物品・役務）
（以下「本システム」という。）をオンライン化し、より円滑且つ
効率的な電子入札実施に必要な機能追加を行うものである。
本システムは、上記法人が開発したコアシステムを国土交通
省用として改良したものであり、カスタマイズ部とコア部から
構成されている。本業務ではカスタマイズ部とコア部双方に
機能追加作業を行う必要があるため、本システム及びコアシ
ステムについて熟知した者でなければ実施することができな
い。上記法人は、コアシステムの設計・開発を行った者である
ことから、コアシステムについて十分熟知し必要とする技術力
を有している。また、同法人は本システムを開発した者である
ことから、本システムについても十分熟知し必要とする技術
力を有している。以上のことから、同法人は本システム及びコ
アシステムの双方を熟知した唯一の者であり、当該業務を適
切に遂行できるのは、同法人しか考えられない。よって、会計
法第29条の3第4項、政府調達に関する協定第15条第1項（ｄ）
「互換性」、国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を
定める政令第13条第1項第2号の規定を適用し、上記法人と
随意契約を締結するものである。

会計法第２９条の３第
４項

その他のもの

－
（18年度以
降において
当該事務・
事業の委
託等を行
わないもの
としたもの）

268 （財）沿岸技術研究センター 島嶼部港湾整備検討調査
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年12月19日 7,749,000

　財団法人沿岸技術研究センターとの間で締結している島嶼
部港湾整備検討調査については、海洋の開発・保全や港湾
等の沿岸域に関する調査研究・資料収集等について十分な
経験、実績の他、港湾施設の海象に関する知見や設計に関
する専門的な知見が必要となる。また、本調査での成果は、
今後の海洋開発や国土保全に係る重要な施策に反映される
ものであり、中立的な検討が行われる必要がある。当該法人
は、公共性と沿岸域に関する調査研究、資料収集等につい
て豊富な専門知識を有し、海洋の開発・保全に関する広範な
知見を有する唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

269 （財）先端建設技術センター
平成１７年度テーマ設定技術募
集方式に関する検討業務（一
式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月19日 14,910,000

本業務に必要な①公平・中立的な評価、②「公共工事等にお
ける技術活用システム」について熟知、③新技術情報の効率
的な収集、提供能力、④先端技術に関する豊富な知識及び
高度な技術力、の条件を全て満たす唯一の法人であるため。
したがって、会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第
４項

その他のもの

－
（18年度以
降において
当該事務・
事業の委
託等を行
わないもの
としたもの）

270 （財）先端建設技術センター
平成１７年度評価試行方式に関
する検討業務（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月19日 44,625,000

本業務に必要な①「公共工事等における技術活用システム」
に精通、②先端的技術に関する豊富な知識及び高度な技術
力、③公平かつ中立的な立場からの検討、④新技術情報の
効率的な収集、提供能力、の条件を全て満たす唯一の法人
であるため。
したがって、会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第
４項

見直しの余地があるも
の

一般競争
等に移行
することと
したもの



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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び所在地

271 （財）建設物価調査会
建築物リフォーム・リニューアル
調査検討業務

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年12月20日 7,749,000

　財団法人建設物価調査会との間で締結している建築物リ
フォーム・リニューアル調査検討業務については、リフォーム
等の市場動向、建築物の工事費・価格構造、建設活動全般
の経済活動状況について熟知し、統計調査の実施に関する
十分な知識があることが必要である。当該法人は、主要都市
における土木、建築等の建設工事費並びにこれらに資する
資材の価格及び労務費の実態に関する調査研究、建設経済
活動の実態把握に関する調査研究及び建築物リフォーム・リ
ニューアル受注調査等を実施しており、本業務を実施するの
に必要な十分な知識と情報を有している唯一の者であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

272
（財）交通エコロジー・モビリ
ティ財団

公共交通機関における可視光通
信技術を利用した位置情報提供
のあり方に関する調査研究

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年12月20日 15,004,500

　財団法人交通エコロジー・モビリティ財団との間で締結して
いる公共交通機関における可視光通信技術を利用した位置
情報提供のあり方に関する調査研究については、高齢者や
障害者等の支援をはじめとした利用者利便の向上及び可視
光通信技術を含む情報通信技術等に関する専門的知識を有
し、かつ、政策的提言を行うことができる能力を有しているこ
とが必要であるが、これらの要件を満たしているのは、数多く
の情報通信技術を活用した調査を実施した実績があり、利用
者利便の向上と情報通信技術全般に関する十分な知見及び
調査・開発・運用遂行能力を有し、政策的提言が行える当該
法人のみである。また、当該法人は、交通バリアフリー法に
基づき、バリアフリー化を促進するための調査・研究、情報収
集・提供及び所要の助言・指導等を適正かつ確実に行うこと
ができると認められるものとして、指定法人に指定されている
唯一の法人でもある。以上により本調査研究については、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

273 （財）日本交通公社 韓国ＦＩＴ訪日促進調査
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年12月20日 5,166,543

　財団法人日本交通公社との間で締結している韓国ＦＩＴ訪日
促進調査については、内外の旅行業界の実情に精通すると
ともに、韓国における旅行動向等を熟知していることが必要
であるが、これらを満たしているのは、旅行・観光レクリエー
ション分野における専門のシンクタンクであるとともに、海外
旅行市場の調査等を通じて韓国人の旅行動向についても精
通している当該法人のみであり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

274 （社）日本港湾協会
電子情報処理組織等における高
セキュリティ情報の活用のあり方
に関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年12月21日 59,850,000

　社団法人日本港湾協会との間で締結している電子情報処
理組織等における高セキュリティ情報の活用のあり方に関す
る調査については、港湾保安対策に係る秘匿性の高い情報
を取り扱う必要があるとともに、港湾における保安措置・情報
等に関する高い見識と経験に加え、保安措置を実施している
港湾の管理運営に関する総合的な見識が必要不可欠であ
る。また、保安対策である出入管理のあり方について検討し
た平成１６年度「港湾施設の出入管理の高度化に関する検
討調査」を踏まえた検討を行う必要がある。当該法人は、港
湾保安対策室を設置しており、保秘を要する情報の取扱いや
保安業務における専門知識、保安のシステムに関する専門
知識等を有しているとともに平成１６年度において、上記調査
を実施しており、港湾に係る管理・運営等の総合的かつ高度
な情報の蓄積がある唯一の者であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－

(随意契約によらざる
を得ないもの)

275
（財）国際観光サービスセン
ター

ビジット・ジャパン・キャンペーン
カナダリテーラー招請事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年12月22日 2,939,790

　財団法人国際観光サービスセンターとの間で締結している
ビジット・ジャパン・キャンペーンカナダリテーラー招請事業に
ついては、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業
実施の観点から企画競争を実施した結果、当該法人が契約
の相手方として選定されたものであり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

276 （独）国際観光振興機構
タイ TTAA International Travel
Fair 2006出展事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年12月22日 3,986,425

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結しているタイ
TTAA International Travel Fair 2006出展事業については、よ
り効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点
から企画競争を実施した結果、当該法人が契約の相手方とし
て選定されたものであり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

277 （財）国土技術研究センター
特殊地下壕データベース構築業
務（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月26日 2,352,000

戦時中に築造された防空壕等の特殊地下壕については、昭
和48年度、平成6年～7年度及び平成13年度に特殊地下壕
実態調査等を実施し、それらの調査結果を受けて平成19年
度までの時限措置として危険度の高いものについて地方公
共団体が行う埋め戻し等の対策事業を実施している。しかし
ながら、平成13年度実態調査で把握していない箇所が、その
後の市街地状況の変化によって発見されたり、経年変化に
よって陥没するなどしており、それらに関して緊急的に対策事
業を実施する件数が増加している。なお、本年４月鹿児島市
において４人の中学生が死亡する事故が発生したのもこれま
で把握していない箇所であった。本業務は、全国の特殊地下
壕の数を確認するために過去実施したアンケート調査の結果
を基に、地下壕に関するデータの集計やフォローアップによ
るデータ更新ができるシステムを構築し、危険度が高く埋戻し
等の対策が必要な特殊地下壕について実施主体である地方
公共団体への情報提供を図ることで事業の一層の推進を図
ることを目的とする。（財）国土技術研究センターは新しい建
設技術に関する調査研究を総合的、かつ、効果的に行うとと
もに、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技
術の向上を図るため、必要な調査研究、新技術の評価及び
普及等を主な業務としており、調査結果を判断するための、
防空壕等の特殊地下壕に対する専門的な知識を持ってい
る。また、同法人はこれまでにＨ６～Ｈ７年度、Ｈ１３年度及び
Ｈ１７年度の特殊地下壕の全国調査をもとにした地下壕に関
する豊富なノウハウを有しており、調査との連続性をもって行
うことがより高度なデータベースとなる上で必要不可欠であ
る。よって、上記の特に高度かつ専門的な技術又は経験を有
する者は、同法人をおいて他にはない。以上により、本業務
を遂行しうる唯一の団体と判断し、（財）国土技術研究セン
ターと随意契約を行うものである。（会計法第29条の3第4項）

会計法第２９条の３第
４項

見直の余地があるも
の

一般競争
入札等に
移行したも
の
（18年度か
ら直ちに一
般競争に
移行）

278 三菱電機（株）
防災センター映像設備修繕（一
式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月26日 4,410,000

本件は防災センター内のＡＶ設備制御用サーバ等を修繕す
るもので、故障した装置は、大規模災害発生時に適切な初動
対応をとるため現場等から配信される映像の表示を制御する
装置で至急修繕する必要があり、同装置は製造者が独自に
設計製造したものであるため。
したがって、会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第
４項

その他のもの

－
(随意契約
によらざる
を得ないも
の)

279 （財）鉄道総合技術研究所
羽越線列車脱線事故に係る風
速等の調査分析

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成17年12月27日 19,173,000

　財団法人鉄道総合技術研究所との間で締結している羽越
線線列車脱線事故に係る風速等の調査分析については、事
故原因の究明のために実施する調査である。事故調査にお
いては、関係法規に基づき、事故原因の究明のための調査
を速やかに実施し、報告書をできる限り早く公表することによ
り、事故防止に寄与する必要がある。当該者は本件事故調
査に関し、鉄道技術に専門的かつ高度な知識を有しており、
実施目的を緊急かつ適確に遂行できる唯一の者であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの(１８年度か
ら公募手続きを行う)

公募手続
きを導入



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

280 （独）海上技術安全研究所
旅客船のバリアフリー基準の見
直しに関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年1月4日 475,798

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
旅客船のバリアフリー基準の見直しに関する調査について
は、当該法人は、旅客船のバリアフリー化及び船舶の非常時
に関する多くの研究実績や専門的知識を有するだけでなく、
バリアフリーに関する基準委員会や調査研究委員会にも多く
携わってきた実績を有している唯一の者であり、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

281
（財）港湾空間高度化環境研
究センター

平成１７年度内貿貨物流動基礎
調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年1月5日 9,450,000

　財団法人港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結
している平成１７年度内貿貨物流動基礎調査については、貨
物の流動実態を適切に把握するための調査手法に関する知
見を有するとともに、内貿ターミナルの高度化に関しての知
見を有していることが必要である。当該法人は、港湾におけ
る港湾物流の需要動向分析、背後圏での貨物の流動実態分
析等に関する調査研究を行っており、内貿ユニットロード貨物
流動調査、全国輸出入コンテナ流動調査といった、詳細な貨
物の流動を全国的に把握するための実態調査などを実施し
ていることから、本調査を遂行するにあたり必要とされる知
識・経験を有しているとともに、本調査を効率的に実施できる
唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

282 （独）国際観光振興機構
ビジット・ジャパン・キャンペーン
欧州市場における旅行代理店向
け研修事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年1月5日 8,759,421

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結しているビ
ジット・ジャパン・キャンペーン欧州市場における旅行代理店
向け研修事業については、より効果的なビジット・ジャパン・
キャンペーン事業実施の観点から企画競争を実施した結果、
当該法人が契約の相手方として選定されたものであり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

283 （財）国土技術研究センター
平成１７年度技術研究開発に関
する調査・検討業務

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月5日 44,940,000

専門的かつ対象が広範囲であり、中立性、公平性が不可欠
である本業務の実施にあたっては、多領域にわたる新旧の
建設技術について豊富かつ総合的な知見を有し、また建設
分野に関する新しく開発された技術の評価及び普及に関する
多様な知見を有しており、当業務を実施できる唯一の機関で
ある。
したがって、会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第
４項

見直しの余地があるも
の

一般競争
等に移行
することと
したもの

284 （財）日本船舶技術研究協会
船舶における適正なアスベスト
の取扱に関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年1月10日 3,975,489

　財団法人日本船舶技術研究協会との間で締結している船
舶における適正なアスベストの取扱に関する調査について
は、船舶に係るアスベスト含有製品に関する国内外の情報
や、船舶に関する技術・基準等の知識が必要である。また、
本調査結果は、造船事業者等に広く普及させアスベストによ
る健康被害等の防止を図ることとしていることから中立性の
確保も必要である。当該法人は、船舶技術及び船舶に関す
る基準・標準規格に関する試験研究及び調査を行っており、
船舶に係るアスベスト含有製品に関する国内外の情報及び
船舶技術に精通している唯一の者であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

285 （独）海上技術安全研究所
小型船舶の衝突防止に係る航
海用具の調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年1月10日 987,354

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
小型船舶の衝突防止に係る航海用具の調査については、航
海機器、衝突座礁回避、安全性の評価等の専門性が求めら
れるが、当該法人はIMO（国際海事機関）国際会議に出席
し、本調査に必要となる航海機器の性能要件の改定の経緯
等を熟知するとともに、海難防止システム評価に必要となる
施設を有する唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

286
（社）日本ツーリズム産業団体
連合会

平成１７年度４／４半期ビジット・
ジャパン・キャンペーン重点市場
等におけるＶＪＣ事業指導・監督
及び訪日ツーリズム状況調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年1月16日 4,895,170

　社団法人日本ツーリズム産業団体連合会との間で締結して
いる平成１７年度４／４半期ビジット・ジャパン・キャンペーン
重点市場等におけるＶＪＣ事業指導・監督及び訪日ツーリズ
ム状況調査については、より効果的なビジット・ジャパン・キャ
ンペーン事業実施の観点から企画競争を実施した結果、当
該法人が契約の相手方として選定されたものであり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

287 （財）沿岸技術研究センター
海岸防災マネジメント手法検討
調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年1月17日 10,500,000

　財団法人沿岸技術研究センターとの間で締結している海岸
防災マネジメント手法検討調査については、今後の海岸事業
の効率的・効果的な実施のため、海岸防災の現況及び、維
持管理費、更新費等を考慮した今後の事業のあるべき姿を
踏まえ、アウトカム指標の検討を行う等、海岸事業に係る行
政マネジメント手法の検討を行うものであり、公正・中立な立
場で業務を実施する必要がある。当該財団は、我が国の沿
岸域の開発、利用、保全に関わる技術開発及び利用開発に
関する調査研究を推進し、着実な成果を上げており、海岸防
災行政に精通しているとともに、「沿岸防災対策研究所」を設
立し、海岸防災業務に重点的に取り組んでいる。また公益を
目的とした非営利の財団であるため、公正・中立な立場で調
査を実施することができる。したがって、当該財団が、その豊
富で専門的な技術的知見をもとに本業務の効率的な実施が
可能な唯一の機関であり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

288
（財）国際観光サービスセン
ター

仏語旅行ガイドブック「ミシュラン
日本版」著者招請事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年1月18日 12,719,734

　財団法人国際観光サービスセンターとの間で締結している
仏語旅行ガイドブック「ミシュラン日本版」著者招請事業につ
いては、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実
施の観点から企画競争を実施した結果、当該法人が契約の
相手方として選定されたものであり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

289
（財）港湾空間高度化環境研
究センター

港湾ＥＤＩシステムの導入支援及
び啓発業務

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年1月20日 35,700,000

　財団法人港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結
している港湾ＥＤＩシステムの導入支援及び啓発業務につい
ては、港湾ＥＤＩシステムの機能改良に伴う利用者への周知と
新規利用者の参入を促進するため導入支援と啓発活動を行
うものである。このため本業務の実施にあたっては、港湾ＥＤＩ
システムのシステム構成や機能、操作方法等を熟知し、現行
システムの管理や運営と一体となった業務の実施が必要で
あるが、これらの要件を満たしているのは当該法人のみであ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

290 （独）国際観光振興機構
シドニー日豪交流年オープニン
グフェスティバル実施事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年1月20日 6,021,185

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結しているシド
ニー日豪交流年オープニングフェスティバル実施事業につい
ては、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施
の観点から企画競争を実施した結果、当該法人が契約の相
手方として選定されたものであり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

291 （独）国際観光振興機構
独国ＩＴＢベルリン２００６への出
展事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年1月20日 11,661,985

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している独
国ＩＴＢベルリン２００６への出展事業については、より効果的
なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画
競争を実施した結果、当該法人が契約の相手方として選定さ
れたものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

292 （独）国際観光振興機構
ロシアINTOUR MARKET 2006出
展事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年1月23日 2,014,626

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結しているロシ
アINTOUR MARKET 2006出展事業については、より効果的
なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画
競争を実施した結果、当該法人が契約の相手方として選定さ
れたものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

293
（財）国際観光サービスセン
ター

日本酒ツアーをテーマとした米国
有力メディア招請事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年1月26日 2,136,013

　財団法人国際観光サービスセンターとの間で締結している
日本酒ツアーをテーマとした米国有力メディア招請事業につ
いては、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実
施の観点から企画競争を実施した結果、当該法人が契約の
相手方として選定されたものであり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

294
（財）港湾空間高度化環境研
究センター

港湾関係手続に係る港湾管理
者業務の効率化に関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年1月27日 55,020,000

　財団法人港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結
している港湾関係手続に係る港湾管理者業務の効率化に関
する調査については、港湾管理者の電子情報化を促進し港
湾管理者業務の効率化方策を検討するものである。本業務
の実施にあたっては、港湾関連手続きはもとよりその他の管
理者業務を熟知し、既存の電子申請システムと一体となって
検討する必要がある。当該法人は、港湾管理者業務に関す
る幅広い知見を有し、上記要件を満たす唯一の機関であり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

295 （社）海外鉄道技術協力協会
都市交通改善に資する鉄道整
備支援事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年1月27日 5,758,906

　社団法人海外鉄道技術協力協会との間で締結している都
市交通改善に資する鉄道整備支援事業については、世界の
鉄道事業について幅広い知識を有するとともに、開発途上国
が有している都市鉄道の現状や課題、国内の都市鉄道につ
いても必要な情報を有し、総合的に検討・活用する能力が必
要である。また、今後のベトナム国での都市鉄道整備事業の
促進と日本の鉄道技術のシステム輸出実現の足がかりとす
るため、平成１４年から１６年にかけて実施されたアジア地域
都市鉄道プロジェクト整備・再生事業で取りまとめた「事業化
マニュアル」と「アジアの都市鉄道の標準仕様」を十分理解
し、活用してベトナム側に指導・助言する必要がある。当該法
人は、同事業において事務局を担当している上、鉄道技術の
コンサルティングを行っており、世界の鉄道に精通していると
ともに、日本の各鉄道事業者との繋がりも深く、今後ベトナム
が直面すると考えられる制度・運営組織等のソフト面の分野
にも強く、継続した指導・支援が可能な唯一の者であり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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296 （財）日本交通公社
観光地の宿泊施設の今後のビジ
ネス戦略に関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年1月30日 5,932,517

　財団法人日本交通公社との間で締結している観光地の宿
泊施設の今後のビジネス戦略に関する調査については、宿
泊産業に関する失敗例や成功例を含めた実態についての数
多くの情報量とその分析能力、具体的な解決策の検討能力
に加え、国や自治体の政策についての理解力を有しているこ
とが必要であるが、これらを満たしているのは、JTBグループ
の豊富な情報量に加え、旅行・観光並びに観光関係事業に
関する研究及び調査やコンサルティング、観光関係事業経営
者、管理者及び従業員の研修等の事業を行うことにより、旅
行及び観光の健全な発達を期し、観光関係事業の向上発展
を図ってきた観光分野での専門調査研究機関である当該法
人のみである。また、当該法人は、数多くの旅行市場の調
査、観光政策の策定、観光施設の事業計画策定等の業務を
通じて、観光に関する市場や旅行者の動向について精通して
おり、宿泊施設の実態調査等についても数多くの実績があ
り、本事業の効果的な実施にあたっては、当該法人の編によ
る「旅行年報」、「自主研究レポート」等の調査結果と、その経
験に基づくノウハウを活用することが必要不可欠である。以
上により、本調査については競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

297 （財）運輸政策研究機構
貨物・旅客地域流動調査集計プ
ログラム改修

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年1月31日 4,300,000

　財団法人運輸政策研究機構との間で締結している貨物・旅
客地域流動調査集計プログラム改修については、単に改修
部分のみならず、プログラム全体を十分に理解した上で適切
な改修を行うとともに、プログラム全体の正常稼動を担保す
ること、並びに旅客地域流動調査については計算方法を一
部変更することから、プログラムに限らず、流動調査全体の
仕組み、集計方法を熟知していることが必要であるが、これら
の要件を満たしているのは、これまで本プログラムの改修や
保守等を行ってきており、本プログラムの仕組みやシステム
全般について精通している当該法人のみであり、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

298 （社）建設電気技術協会
統合通信網構築による効率化・
高信頼化等に関する調査検討
業務（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成18年2月1日 4,725,000

本業務の履行にあっては、国土交通省の専用通信網に関す
る技術的な知見と運用に関する知識、公平かつ中立的な立
場に立った先見性と専門技術力が必要。（社）建設電気技術
協会は、上記の知識、能力を有している本業務の執行が可
能な唯一の公益法人。
したがって、会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第
４項

見直しの余地があるも
の

一般競争
入札等に
移行するた
めの準備
に時間を要
するもの（１
９年度契約
では企画
競争を実
施し、２０年
度以降、総
合評価によ
る一般競
争に移行）

299 （財）日本気象協会
オゾン全量観測技術移転促進支
援事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年2月2日 13,486,146

　財団法人日本気象協会との間で締結しているオゾン全量観
測技術移転促進支援事業については、気象関連分野の国際
協力事業として、アジア・太平洋地域におけるオゾン層破壊
の防止に係る意識の向上と対策の推進に資することを目的
に、オゾン全量観測を実施している同地域の国々から観測担
当者を招聘し、我が国の保有する高いオゾン全量観測技術
の移転等を行い、その観測精度の向上を図るものであるが、
本事業の実施に必要となる気象分野に関する国際セミナー
の開催等の経験並びにオゾン観測に関する高い専門性と
新の知識を持つ専門家及び諸設備を有しているのは当該法
人のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

300 （独）国際観光振興機構
ビジット・ジャパン・キャンペーン
重点市場における若者訪日意識
調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年2月2日 13,392,310

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結しているビ
ジット・ジャパン・キャンペーン重点市場における若者訪日意
識調査については、より効果的なビジット・ジャパン・キャン
ペーン事業実施の観点から企画競争を実施した結果、当該
法人が契約の相手方として選定されたものであり、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

301 （独）海上技術安全研究所
新たな船体構造強度基準策定に
関する基礎調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年2月3日 302,723

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
新たな船体構造強度基準策定に関する基礎調査について
は、当該法人は、IMOの構造強度基準に関する会議等への
参加実績、船舶の基準策定に関する研究実績を有する唯一
の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項)

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

302 （独）海上技術安全研究所
遠洋漁船の二重底燃料タンクに
関する基礎調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年2月3日 660,080

　独立行政法人海上技術安全研究所との間で締結している
遠洋漁船の二重底燃料タンクに関する基礎調査について
は、当該法人は、本調査の実施に必要とする船舶の構造や
配管系統設備に関する研究及び船体の損傷時に関する原因
究明の調査・解析などの実績や専門的知識を有した唯一の
者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

303
（社）全国土木施工管理技士
会連合会

平成１７年度建設工事事故情報
管理検討業務（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成18年2月8日 6,300,000

建設工事の事故実態等を中立・公平な立場で分析・検討する
とともに、分析・検討にあたっては、当該団体が管理・運営し
ている各発注機関がデータ登録している「建設工事事故デー
タベース（ＳＡＳ）」のデータ検索システムを活用する必要があ
るため。
したがって、会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第
４項

見直しの余地があるも
の

一般競争
入札等に
移行するた
めの準備
に時間を要
するもの（１
９年度契約
では企画
競争を実
施し、２０年
度以降、総
合評価によ
る一般競
争に移行）

304 （独）国際観光振興機構
World Water Expo Mexico 2006
へのビジット・ジャパン・キャン
ペーンブース出展事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年2月9日 5,414,150

　独立行政法人国際観光振興機構との間で締結している
World Water Expo Mexico 2006へのビジット・ジャパン・キャン
ペーンブース出展事業については、より効果的なビジット・
ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画競争を実施
した結果、当該法人が契約の相手方として選定されたもので
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

305 （財）国土技術研究センター
公共工事の品質確保に関する
調査・検討業務（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成18年2月9日 11,970,000

本業務は、公共工事発注者の事業執行体制・過程に精通し、
公共工事の品質確保に向けた課題分析、改善手法の提案に
必要な高度な知識、経験及び技術力が要求され、かつ、営利
企業では調査の目的が妨げられる可能性があることを踏ま
え、当該協会が唯一の者であると判断した。
したがって、会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第
４項

見直しの余地があるも
の

一般競争
入札等に
移行するた
めの準備
に時間を要
するもの（１
９年度契約
では企画
競争を実
施し、２０年
度以降、総
合評価によ
る一般競
争に移行）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

306 （財）国土技術研究センター

平成１７年度公共事業の理解向
上のためのアカウンタビリティ戦
略に関する調査検討業務（一
式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成18年2月9日 20,790,000

本業務は、国の方向性を定める指針等の作成に中立性、公
平性が担保されること、国土交通省におけるアカウンタビリ
ティの取り組み状況に精通している者が業務を遂行すること
が不可欠であるため、他の者による業務遂行は不可能であ
る。
したがって、会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第
４項

見直しの余地があるも
の

一般競争
入札等に
移行するた
めの準備
に時間を要
するもの（１
９年度契約
では企画
競争を実
施し、２０年
度以降、総
合評価によ
る一般競
争に移行）

307 （財）運輸政策研究機構
輸送環境指数（仮称）の実用化
に向けた詳細設計

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年2月10日 3,460,000

　財団法人運輸政策研究機構との間で締結している輸送環
境指数（仮称）の実用化に向けた詳細設計については、平成
１６年度の「新たな輸送指数モデルの構築に関する調査研
究」により実施した基本設計の内容をより具体化させるため
のものであり、この基本設計における基本モデルを用いて発
展的に応用加工する必要があることから、そのモデルの設
計・構造を熟知している必要があるが、これらの要件を満たし
ているのは、昨年度の上記調査研究を実施し、その設計・構
造を熟知している当該法人のみであり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降総合評価による一
般競争入札に移行）

308 （財）運輸政策研究機構
交通運輸統計の高度利用のあり
方に関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年2月10日 8,000,000

　財団法人運輸政策研究機構との間で締結している交通運
輸統計の高度利用のあり方に関する調査については、現行
交通運輸統計の内容、データの管理・提供方策等に係る専
門的な知識を有するとともに、統計法や国土交通省の各事業
法に基づく行政手続き等に関する知識が必要であるが、これ
らの要件を満たしているのは、交通分野に関する数多くの調
査研究等を行い、中でも「全国幹線旅客流動調査」や「大都
市圏交通センサス」等を行ってきた実績から交通運輸統計調
査について精通し、また国土交通省の行政手続きの整理、取
りまとめを行った経験のある当該法人のみであり、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

平成１８年度以降にお
いて当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

309 （財）日本船舶技術研究協会
次世代航海設備及び次世代ＧＭ
ＤＳＳに関する調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年2月13日 771,004

　財団法人日本船舶技術研究協会との間で締結している次
世代航海設備及び次世代ＧＭＤＳＳに関する調査について
は、当該法人は、ＩＭＯでの航海機器等に関する会議への出
席、国際基準の調査研究を実施など、国際動向や 新技術
にも精通し航海機器等について専門的知識と豊富な経験を
有している唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

310 （財）鉄道総合技術研究所
旅客案内システムに関する調査
（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成18年2月13日 2,961,000

平成16年度に行った経路案内の仕組みの検討では、鉄道部
分の案内システムにバスの案内システムを連携させるモデル
について検討を行った。この鉄道部分の案内システムは（財）
鉄道総合技術研究所が平成15年度に構築したサイバーレー
ルシステムを応用する形となっている。本調査を行うにあたっ
ては、公共交通における旅客案内・誘導、情報配信に関する
専門的知識のほか、平成16年度に検討したシステムのコアと
なっているサイバーレールシステムに精通していることが必
要不可欠である。このため、本調査を遂行できるのは（財）鉄
道総合技術研究所をおいてほかにはなく、随意契約を行うも
のである。（会計法第29条の3第4項）

会計法第２９条の３第
４項

その他のもの

－
（18年度以
降において
当該事務・
事業の委
託等を行
わないもの
としたもの）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量
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311
（財）日本建設情報総合セン
ター

電子入札国際標準検討資料作
成等業務（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成18年2月13日 5,649,000

同法人は複数の公共発注機関で利用可能な「電子入札コア
システム」を開発し、著作権を有している法人である。
したがって、会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第
４項

見直しの余地があるも
の

一般競争
入札等に
移行するた
めの準備
に時間を要
するもの（１
９年度契約
では企画
競争を実
施し、２０年
度以降、総
合評価によ
る一般競
争に移行）

312
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度技術情報データ更
新等業務（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成18年2月14日 9,765,000

本業務は同法人が独自に開発した人事管理システムの賃貸
借を前提としおり、そのデータベースの更新にあたっては、同
システムを使用することが不可欠であることから、システムを
保有しない他の者には業務の履行が不可能である。
したがって、会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第
４項

見直しの余地があるも
の

一般競争
入札等に
移行するた
めの準備
に時間を要
するもの
（契約形態
の見直しを
実施し、外
注が必要
な部分につ
いて公募）

313
（財）国際観光サービスセン
ター

英・仏旅行会社担当者招請事業
国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年2月15日 7,808,431

　財団法人国際観光サービスセンターとの間で締結している
英・仏旅行会社担当者招請事業については、より効果的なビ
ジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企画競争
を実施した結果、当該法人が契約の相手方として選定された
ものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

314 （社）建設広報協議会
国土交通Ｄａｙ入賞図画・作文集
購入

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年2月15日 4,252,342

　社団法人建設広報協議会との間で締結している国土交通Ｄ
ａｙ入賞図画・作文集購入については、「国土と交通に関する
図画・作文コンクール」は国土交通Day」の一環として実施さ
れている行事で、全国の小・中学生を対象に年一回コンクー
ルを実施している。例年、コンクールの作品集を「国土交通
Day」の協賛団体である当該法人が発行し公表している。本
作品集は一般には販売しておらず、発行元である当該法人
からのみ購入可能であり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

その他のもの
－

(随意契約によらざる
を得ないもの)

315
（財）日本建設情報総合セン
ター

電子成果物の高度利活用検討
業務（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成18年2月15日 3,811,500

営利企業が受注者となった場合、自社ないしは自社の属する
業界等に利益となる結論を導き出す蓋然性があり、営利企業
を競争の参加者とすることは不適切である。同法人は、公平
性・中立性を有し、さらに公共事業の円滑な執行に資する電
子情報の利活用手法に関する高度かつ広範な知識を有して
いる唯一の法人であるため。
したがって、会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第
４項

見直しの余地があるも
の

一般競争
入札等に
移行するた
めの準備
に時間を要
するもの（１
９年度契約
では企画
競争を実
施し、２０年
度以降、総
合評価によ
る一般競
争に移行）



緊急点検の結果 講ずる措置 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
名称及び数量

契約を締結した日
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

316 （社）国際建設技術協会
環境性能の向上効果を考慮した
入札提案の具体的評価手法に
関する調査業務（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関２－１－３

平成18年2月15日 25,935,000

本業務の遂行にあたっては、海外の公共事業調達手法等の
事情に精通していること等が求められ、かつ、営利企業では
本業務の目的が妨げられる可能性があることを踏まえ、当該
協会が唯一の者であると判断した。
したがって、会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第
４項

見直の余地があるも
の

一般競争
入札等に
移行したも
の
（18年度か
ら直ちに一
般競争に
移行）

317 船員災害防止協会
船員災害防止モデル事業検討
調査

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年2月20日 783,730

　認可法人船員災害防止協会との間で締結している船員災
害防止モデル事業検討調査については、船員の労働環境並
びに船員災害防止に関する知見が必要であるとともに、結果
をガイドライン策定の基礎資料とするため、特定の船主、船
型にとらわれることはできず、中立的な機関が実施する必要
があるが、これらを満たしているのは当該法人のみであり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）

318
（財）国際観光サービスセン
ター

英・仏テレビ日本特集番組制作
のための招請事業

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年2月23日 8,624,963

　財団法人国際観光サービスセンターとの間で締結している
英・仏テレビ日本特集番組制作のための招請事業について
は、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の
観点から企画競争を実施した結果、当該法人が契約の相手
方として選定されたものであり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１８
年度から企画競争を
実施）

319 （社）日本海事検定協会
第３３回改正IMDGコードの和文
翻訳

国土交通省大臣官房会計課長
大久保　仁　　東京都千代田区
霞ヶ関2-1-3

平成18年2月28日 900,000

　社団法人日本海事検定協会との間で締結している第３３回
改正IMDGコードの和文翻訳については、当該法人は、IMOの
危険物・固体貨物・コンテナ小委員会に毎回出席し、国際海
上危険物規定（「IMDGコード」）を理解し、平易な翻訳を行え
る唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があるも
の

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度以
降一般競争入札に移
行）
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契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

320
（財）日本建設情報総合
センター

平成17年度工事実績情報等提供業務
奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関２－１－２

平成17年4月1日 3,675,000

本業務は、公共工事に関する入札・契約制度の改革について、中央建設業審議会により建議された、建設業者選定の
ためのデータベースの整備に基づき「（財）日本建設情報総合センター」により提供される「工事実績情報サービ
ス」と、「（財）建設業技術者センター」により提供される「企業情報サービス」を一体化にしたＪＣ情報サービス
（以下「ＪＣＩＳ」という。）により、情報の検索・提供を受ける業務である。
　この内容は、建設業法に定められた公共工事における専任技術者の配置の確認を行うことや、不良不適格業者の排
除を的確に行うために提供されているものであり、その確認方法が担当者のパソコンで簡単に操作できるものであ
り、現在この情報提供は「ＪＣＩＳ」しかなく、業務の円滑な遂行のためにはこの「ＪＣＩＳ」の導入は不可欠であ
る。
　（財）日本建設情報総合センターは、この「ＪＣＩＳ」の作成、内容の更新、及び訂正に携わる業者であると同時
に、 新の建設情報を収集・整理するとともに、関係者への提供を行う唯一の業者であることから、本工事実績情報
等提供業務は、（財）日本建設情報総合センターと随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

321 （財）建築保全センター 保全業務支援システム運用業務
奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関２－１－２

平成17年4月25日 12,390,000

本業務は、官庁施設の保全の実態把握、施設の現況に応じた保全を効率的かつ計画的に推進するため、各省各庁が所
管する官庁施設の保全に関する情報をインターネットを通じて蓄積・分析するとともに、その情報提供や管理業務等
を支援するための「保全業務支援システム」の運用管理を行うものである。本システムは、官庁施設の保全の実態を
熟知し、保全に関する基準類に精通しており、かつ、機密情報の適切な管理ができる財団法人建築保全センターに委
託し開発させたところであり本運用業務についても同法人に委託するものである。なお、同システムは、国土交通
省、各都道府県及び政令指定都市で構成されている「営繕システム等開発利用協議会」の意向を基に同法人と随意契
約を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項）

322
（財）建築コスト管理シ
ステム研究所

公共建築工事積算手法その他調査検討
業務

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関２－１－２

平成17年6月20日 19,425,000

当業務は、予定価格の積算につながる各企業の合理化のノウハウに係る情報などを各企業横断的に収集する必要があ
り、仮に民間企業に損害が生じる情報や予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高
度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２９条の３第４項）

「公募手続
きを導入」

323 （社）公共建築協会
官庁営繕設計・施工関係基準類等に係
る調査・検討資料作成業務

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関２－１－２

平成17年6月20日 33,600,000

本業務は、官庁施設の整備にあたり、設計・施工時に活用する基準類（基本的性能基準・技術基準、公共工事標準仕
様書、解体工事標準仕様書、建設副産物管理マニュアル）の制定・改定及び空調システムのエネルギー性能評価等新
たな技術導入に向け、性能評価・検証方法、新技術による工法・検査手法等の調査・分析を行う業務である。本業務
の実施にあたっては、官庁施設の設計・工事仕様、各種基準類等に精通し、官庁施設の整備に伴う技術・制度・基
準・規格等を把握していることが必要不可欠である。また、業務の遂行にあたっては、営繕工事の基準類に反映さ
れ、事業契約図書となるものであることから、中立性・公平性が求められる。社団法人公共建築協会は、国及び公共
機関の建築物の建設に関する調査、研究等を行うことにより公共建築物の技術水準の向上を目的とした唯一の団体で
ある。また、設計・工事仕様書の性能規定化等に関する資料収集・導入検討等に伴う資料作成業務を実施し、各省庁
により統一して制定された公共建築工事標準仕様書等の技術的参考書、解説書である工事監理指針等の編集、発行を
行う等、官庁施設の整備に伴う技術・制度等に熟知している。このため、本業務の遂行に必要かつ十分な知識と豊富
な経験を有しているのは、社団法人公共建築協会のみであるため、同法人と随意契約するものである。（会計法第２
９条の３第４項）

「公募手続
きを導入」

324 （財）建築保全センター
官庁施設の大規模修繕計画作成及び保
全基準類に係る調査・検討資料作成業
務

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関２－１－２

平成17年6月27日 46,725,000

本業務は、複数の既存官庁施設の現況を踏まえた保全及び大規模修繕を計画的かつ効率的に実施するための大規模修
繕計画の作成手法を確立する上で必要な調査・検討、及び官庁施設の建築保全基準類の整備に関する調査・検討資料
の収集・作成を行うものである。本業務の遂行にあたっては、官庁施設の保全及び大規模な修繕の実態を把握してい
ること、保全の費用分析及び官庁施設の改修の必要性・効果の評価手法に関連する基準類に精通していること、建築
保全業務共通仕様書、建築保全業務積算基準等の保全に関する基準類に精通していること、が不可欠である。また、
保全業務の契約上必要となるものであることから、公共性が極めて高く、技術情報の収集、分析にあたり、中立性、
公平性が必要な業務である。財団法人建築保全センターは、官公庁施設等の保全に関する総合的な調査研究及び技術
開発を行っている団体であり、上記要件の全てを満たす唯一の団体である。よって、同法人と契約をするものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

「公募手続
きを導入」

325 （社）公共建築協会
官庁施設における防犯性能の向上に資
する施設計画手法の構築に係る検討資
料作成業務

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関２－１－２

平成17年8月4日 7,770,000

本業務では官庁施設において開放性を保ちつつ施設利用者及び業務上必要な情報等の安全性をより一層高めるよう、
施設の防犯性能の評価や施設計画手法及びその検証方法等の確立を図るため、防犯の対策が必要な諸室の配置計画、
それを補完するための入退出管理装置、監視カメラ等の連携を考慮した防犯システムの構築等について必要な事例調
査、施設計画等の検討に必要な資料を作成することを目的としている。官庁施設における施設計画手法等の構築等の
検討に必要な資料を作成するためには、親しみやすく開かれた官庁施設という特有な特性を活かしつつ、官庁施設の
基本的性能基準等の基準類の体系と整合性を確保するとともに、配置計画の検討においてバリアフリー等の他施策と
の調整が必要となるほか、資機材・設備システムの検討では、公共調達であることを前提とした建築材料・設備機材
等についての仕様の設定方法や、性能に関する評価を行う必要があるなど、官庁施設の整備に特有な事例を前提とし
て、様々な知見や広範囲の資料収集を行う必要がある。
社団法人公共建築協会は、建築材料・設備機材等の品質及び性能に関する評価の実施、公共建築物の建築等に関する
調査及び研究を行うなど、本業務における施設計画手法や建築材料・設備機材の性能に関する評価に関しての事例の
比較検討、課題の抽出、整理等の業務を実施するのに必要な基礎的検討方法を熟知している。また、現行の平成１６
年版を含む標準仕様書の改定に関する資料作成のほか「官庁施設基本的性能基準」の作成に関する業務を受託するな
ど、官庁施設に関する各種基準類及び標準的な設計仕様について精通している。
以上のことから、本業務を的確に遂行できるのは、本業務の遂行に必要かつ十分な知識と豊富な経験を有している社
団法人公共建築協会のみであり、同法人と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

「公募手続
きを導入」
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326 （社）公共建築協会
官庁施設のグリーン化の促進に関する
事業手法の構築に係る検討資料作成業
務

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関２－１－２

平成17年8月4日 9,660,000

本業務は、官庁施設において環境負荷の低減及び光熱水費の削減に資するグリーン化の促進に資する事業手法を構築
するため、経済産業省で実施しているＥＳＣＯ実証事業や、地方公共団体で実施しているＥＳＣＯ事業について比
較、調査を行い、民間の専門的知識や技術的能力を活用するために必要な事業スキーム、手続き、考え方等の事業手
法の構築の検討に必要な資料を作成するものである。
業務の実施においては、地方公共団体で実施しているＥＳＣＯ事業についての事業スキーム等の課題を十分理解して
いるとともに、国の発注方式や契約制度等に精通していなければならない。また、改修工事等の施設整備の部分では
官庁営繕に関する各種基準類や官庁施設の性能基準等の標準的な設計仕様について精通し、かつＥＳＣＯ事業の技術
的特性等について十分な知見を有している必要がある。
社団法人公共建築協会は「建築設備の省エネ化に資する新たな施設整備手法の検討資料作成業務」の受
託や、地方公共団体のＥＳＣＯ事業の実施に際して、アドバイザリー業務を受託するなど、ＥＳＣＯ事業についての
内容、課題等について熟知しているほか、標準仕様書等の改定に関する資料作成を行うなど、官庁営繕に関する各種
基準類及び標準的な設計仕様について精通している。
以上のことから、本業務を的確に遂行できるのは、本業務の遂行に必要かつ十分な知識と豊富な経験を有している社
団法人公共建築協会のみであり、同法人と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

「公募手続
きを導入」

327 （財）建築保全センター
大規模リニューアルの導入促進に向け
た検討資料作成業務

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関２－１－２

平成17年8月9日 12,075,000

官庁施設整備にあたっては、個別の事業コストを抑えるとともに、既存ストックを 大限活用することが求められて
いる。このため、既存施設の大幅な機能向上を図る「大規模リニューアル」を、新築や建て替えと並ぶ官庁施設の整
備手法の一つとして位置づけ、その導入を促進するための方策を立案することが喫緊の課題となっている。本業務で
は、官庁施設整備への「大規模リニューアル」の導入を促進するため、既存施設の躯体等の健全度を確認する手法、
官庁施設に求められる多様なニーズへの対応の可否を判断する手法、費用対効果を 大化するための計画手法につい
て、その立案に向けた検討資料の作成を行う。本業務の履行に当たっては、官庁施設の改修に係る各種の基準類と整
合を図りつつ、類似の実施事例について分析を加え、官庁施設整備への適用の可能性について検討する能力が必要で
ある。財団法人建築保全センターは、官庁施設の改修に関する各種の基準や資料の内容に精通するとともに、官公庁
施設の個別の改修事業の企画立案について豊富な経験を有し官庁施設整備への大規模リニューアルの導入促進方策の
検討資料の作成に必要な既存官庁施設の改修及び保全に係る広範で専門的な知識を有する唯一の団体である。よって
本業務を遂行できるのは、同センターのみであるため、同センターと契約するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

「公募手続
きを導入」

328 （社）公共建築協会
官庁営繕計画関係基準類に係る調査・
検討資料作成業務

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関２－１－２

平成17年10月26日 32,025,000

本業務は、官庁施設の整備を計画する際に、施設面積を算定する「新営一般庁舎面積算定基準（以下「面積算定基
準」という」及び官庁施設の費用便益分。）析算定に必要な調査・分析等を行う業務である。面積算定基準において
は、平成１６年度に実施した民間オフィスビルの面積の実態調査等を踏まえ、業務内容に対する機能確保の検証等、
官庁施設の面積の妥当性に関する調査、分析及び関係機関からのヒアリング等を実施するまた費用便益分析算定にお
いては代替案検討時に、国が所有する庁舎に代わることが可能な民間賃貸ビルの現況を把握するため、既存民間賃貸
ビルのストック量賃料及び性能等を調査・分析し結果を新規採択時評価に反映させる。本業務の実施にあたっては、
官庁施設及び民間ビル所有者より施設データ収集を行うこととしており、中立的な立場にある公益法人がかかる情報
を収集することが必要であり、また、官庁施設各室の構成、業務内容、要求水準、及び費用便益分析算定を含む官庁
営繕事業に係る新規採択時評価に精通していることが必要不可欠である。社団法人公共建築協会は、国及び地方公共
団体等の公共建築物の建築等の事業の合理化と能率化に寄与するとともに、公共建築物の建築に関する技術の研究・
検討を図ることを目的とした法人である。これまでにも「面積算定基準等に係る資料分析・検討業務「病院建築面積
調査業務」、及び「官庁営繕における事業」評価システム拡充に関する検討業務」を受託し、官庁施設の計画・設
計、官庁営繕事業に係る新規採択時評価について精通し、本業務の遂行に必要かつ十分な知識と豊富な経験を有して
いる。このため、本業務を的確に遂行できるのは、社団法人公共建築協会のみであるため、同法人と随意契約するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

「公募手続
きを導入」

329 （社）公共建築協会
公共建築工事における品質確保の促進
に向けた検討資料作成業務

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関２－１－２

平成17年12月16日 4,777,500

本業務は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第１８号）及び同法第８条第１項に基づく公共
工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針（平成１７年８月２６日閣議決定）に基
づき、総合評価落札方式を各省各庁及び地方公共団体等に普及させるための検討資料の作成と発注関係事務を適切に
実施することが困難である発注者に対する支援を実施するための検討資料の作成を行うものである。総合評価落札方
式に係る資料作成においては、各省各庁及び地方公共団体等の実施した事例の収集・分析等を実施し、発注者支援に
係る資料作成においては、国や都道府県等における事例調査や市区町村におけるニーズ調査を実施するため、中立的
な立場にある公益法人がかかる情報を収集することが必要である。また本業務を遂行する上では、公共建築工事にお
ける発注関係事務に精通していることが必要不可欠である。社団法人公共建築協会は、国及び地方公共団体等の公共
建築物の建築等の事業の合理化と能率化に寄与するとともに、公共建築物の建築に関する技術の研究・検討を図るこ
とを目的とした法人である。これまでにも「公共建築物品質確保手法開発検討業務（H13)」、「公共工事入札・契約
適正化法の対応等に関する支援業務(H14)」、「日本社会事業大学施設計画基礎調査検討資料作成業務(H15)」、「山
口県庁舎設備省エネルギー化事業実施支援業務( H16)」及び「富岡町複合文化施設工事検査等支援業務(H14～H16)」
等を受託し、公共建築工事における発注関係事務について精通し、本業務の遂行に必要かつ十分な知識と豊富な経験
を有している。このため、本業務を的確に遂行できるのは、社団法人公共建築協会のみであるため、同法人と随意契
約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

「公募手続
きを導入」
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330 （社）公共建築協会
新清水谷議員宿舎（仮称）事業実施手
続整理検討業務

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関２－１－２

平成18年1月10日 9,660,000

本業務は、新清水谷議員宿舎（仮称）の整備事業について、設計・施工一括発注方式による事業の実施条件と発注手
続の整理及び事業契約に関する資料作成を目的としている。
  本業務の遂行には、国の発注スキーム及び設計から完成に至るプロセスを踏まえて責任分担や事業の実施条件を整
理しその内容を事業契約に反映する必要があり、設計・施工一括発注方式に関する知識を有するとともに、営繕事業
とその契約制度について精通していることが必要である。
  社団法人公共建築協会は、国及び地方公共団体等の公共建築物の建築等の事業の合理化と能率化に寄与するととも
に、公共建築物に関する技術の研究・検討を図ることを目的とした公益法人で、平成11年度に「九州・沖縄サミット
プレスセンター等設置・リース企画検討業務」を受託し、設計・施工一括発注方式により実施された同事業の、与条
件整理と業務発注に係る事前検討を実施し、また、平成12年度に「営繕工事における設計・施工一括発注方式に関す
る検討業務」を受託し、営繕工事への導入時の同方式のあり方や契約に関する留意点等を取りまとめるなど設計・施
工一括発注方式に関する十分な知識を有している。
  以上より、本業務を的確に遂行できるものは、社団法人公共建築協会のみであるため、同法人と随意契約するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

「公募手続
きを導入」

331 大成建設（株）
中央合同庁舎第５号館改修（０５）建
築その他工事

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関２－１－２

平成17年10月11日 91,875,000

今回の工事は、地上１１０メートルの５号館塔屋屋上に、内閣府中央防災無線網の情報通信ネットワーク用の１５
メートル無線鉄塔を設置するものである。地上１１０メートル付近は、常時風も強く、また、屋上１５メートルの鉄
塔は、構造的にも建物全体への影響が著しく、建物として一体的に機能する必要上、既存構造体にアンカーを打設
し、強固な接続を図るなど極めて高度な施工技術を必要とする。
さらに、鉄塔設置場所付近には、既設のアンテナ等が多数設置されており、超高層ビル屋上への鉄塔増設工事である
ため非常に危険を伴うと共に、揚重計画及び施工計画作成に当たり高度な技術力を要することから、既存ビルの耐震
性、工作物や設備等に精通した施工業者に施工させる必要がある。
以上のことから、既存工作物等との調整を図りつつ施工上の経験及び技術力を活かし工事を完成させられるのは現場
状況にも精通した元施工業者に限られる。なお、中央合同庁舎第５号館は、大成・戸田・西松特定ＪＶが施工したと
ころであるが、上記業者は、代表として施工した実績を持っていることから、上記業者と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

332 三菱電機（株）
国立国会図書館東京本館改修（０５）
エレベーター設備工事

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関２－１－２

平成18年1月18日 120,750,000

本工事は、新館のエレベーター設備（１０台）の老朽化による改修工事であり、エレベーターの制御盤、巻上モー
ターなどの主要部分を改修し、省エネルギー化を図るものである。これらの改修部分は再利用する既設機器類（巻上
機、かご、乗り場の扉、釣り合いおもり、ガイドレールなど）を含めて総合調整を行う必要がある。このように、本
工事は既設のエレベーター設備と密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、エレベーター設
備の使用に著しい支障が生じるおそれがある。以上の理由により、元工事の施工業者である上記業者と随意契約する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

333
（財）不動産適正取引推
進機構

宅地建物取引業免許事務等処理システ
ム賃貸借及び宅地建物取引業・建設業
者等閲覧システム賃貸借

丸山　博
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年4月1日 1,965,089

　国土交通省及び関係行政庁（都道府県宅地建物取引業担当課）で行っている宅地建物取引業免許事務は、ＯＡによ
る事務処理システムを構築し、オンラインネットワークを利用することにより、業者免許、主任者登録等の厳正かつ
迅速な事務処理が可能となっているところである。また、平成１２年度において国土交通省では、宅地建物取引業・
建設業者等閲覧システムの開発業務を行い、平成１３年度から閲覧システムの運用もオンラインネットワークにより
行っているところである。
　財団法人不動産適正取引推進機構は、本システムの開発を行い、システムのハード・ソフトの両面に習熟してお
り、また、システムの運用・管理について、宅地建物取引業免許権者間（国土交通省及び都道府県）において同財団
を「管理・運営機関」とする取り決めがされていることから、本業務を処理させることのできる唯一の団体である。
よって、同財団と随意契約を行うものである。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

334
（財）不動産適正取引推
進機構

宅地建物取引業免許事務等電算処理業
務

丸山　博
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年4月1日 1,562,583

　宅地建物取引業免許事務等処理システム（以下「システム」という。）は、宅地建物取引業免許等審査事務を全国
オンラインネットワーク化して免許（大臣、知事・業者）、登録（知事、取引主任者）の厳正化、迅速化を図ろうと
するものであり、具体的には、国土交通大臣免許については、総合政策局不動産業課に設置する端末機から、個別の
審査事項を入力し、ＮＴＴの通信回線で中央のコンピュータにつなぎ、効率的なデータ処理を行うとともに、入力情
報の相互チェックにより免許審査を行おうとするものである。
　財団法人不動産適正取引推進機構は、本システムの開発を行い、システムのハード・ソフトの両面に習熟してお
り、また、システムの運用・管理について、宅地建物取引業免許権者間（国土交通省及び都道府県）において同財団
を「管理・運営機関」とする取り決めがされていることから、本業務を処理させることのできる唯一の団体である。
よって、同財団と随意契約するものである。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

335
（財）不動産適正取引推
進機構

宅地建物取引業閲覧システム電算処理
業務

丸山　博
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年4月1日 3,016,437

　宅地建物取引業・建設業者等閲覧システム（以下「システム」という。）は、　宅地建物取引業者名簿、建設業許
可業者名簿をオンラインネットワーク化して閲覧を行うシステムであり具体的には、総合政策局不動産業課に設置す
る端末機から、各地方整備局等におかれている業者名簿を閲覧するシステムである。
　財団法人不動産適正取引推進機構は、本システムの開発を行い、システムのハード・ソフトの両面に習熟してお
り、また、本システムと一体的な管理・運営を行っている宅地建物取引業免許事務等処理システムの運用・管理につ
いて、宅地建物取引業免許権者間（国土交通省及び都道府県）において同財団を「管理・運営機関」とする取り決め
がされていることから、本業務を処理させることのできる唯一の団体である。よって、同財団と随意契約を行うもの
である。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)
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336
（財）日本建設情報総合
センター

平成１７年度地域づくり情報システム
管理・運営業務

丸山　博
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年4月1日 7,875,000

　本業務は地域づくり情報システムの情報更新等の管理・運営を行うものである。
　このため、業務の実施に当たっては、地域づくりに関する経験や各地の地域活性化に関する様々な事例の蓄積など
の知見を有するだけでなく、今後の我が国の国民意識の変化や社会・経済状況の変化にも留意しつつ、地域づくりと
社会資本整備の関係に着目した有効かつ効果的な検討を行い得る広範な知識や経験を持っていることが必要不可欠で
ある。
　（財）日本建設情報総合センターは「建設事業の円滑な執行に資する情報システムの調査研究を行い、これを広く
普及するとともに、建設情報の提供を行う事により、建設技術の向上、建設事業の効率化、国土の安全かつ有効利用
の促進を図り、もって国民生活の高度化及び経済の活性化に資することを目的」に設立された財団法人であり、情報
システムに関する豊富な経験と実績を有しているとともに、地域づくりに係る施策についての知識と経験を有してい
る。
　同法人は、建設情報の共有・連携・交換を目指し、実現するための「建設情報標準化」、建設情報と地図情報の連
携を図るための「ＧＩＳ」、建設情報に関する情報交換を促進するための多様な媒体（電子掲示板、書籍等）による
「各種建設情報の提供」といったテーマに関する調査・研究を行っている。また平成１６年度においては、本業務の
類似の業務として「平成１６年度　地域づくり情報システム管理・運営業務」を請け負っているところである。
　 以上のとおり、同法人は本業務を実施するために必要な高度な技術及び経験、特に　今後の地域づくりを推進す
るための本システムを管理・運営するために必要不可欠な情報の共有・連携・交換に精通している唯一の法人である
ことから、同法人と随意契約を行うものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続
きを実施

337
（社）高層住宅管理業協
会

マンション管理業登録処理システムの
保守業務

丸山　博
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年4月18日 1,802,850

　マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）（以下「マンション管理適正化法」
という。）に基づき平成１３年８月から開始されているマンション管理業の登録事務等は、平成１４年１０月より北
海道開発局、各地方整備局及び沖縄総合事務局（以下「地方整備局等」という。）に委任しているところである。ま
た同時期に開始された管理業務主任者の登録事務及び管理業務主任者証の交付事務についても、平成１６年８月より
地方整備局等に委任しているところである。これらの登録事務等は、マンション管理業者にあっては本社（本店）の
所在地、管理業務主任者にあっては住所地を管轄する地方整備局等が担当しており、地方整備局等毎の適正かつ効率
的な登録業務の遂行に加えて全ての地方整備局等において、指導・監督に必要な全管理業者及び全管理業務主任者の
情報を把握しておく必要がある。このため、各地方整備局等をネットワーク化するマンション管理業登録処理システ
ムを平成１５年度に構築したところである。
　当該システムは、本省総合政策局不動産業課にて登録事務処理に使用していたマンション管理業者登録簿管理シス
テム（以下「旧システム」という。）を拡充・発展させ、地方整備局等へシステム展開を図ったものである。
　旧システムは平成１３年度に社団法人高層住宅管理業協会に開発業務を発注し構築したものであり、旧システムの
著作権を有しその構成を詳細に熟知している同協会以外では行うことが出来ないことから、マンション管理業者登録
処理システムの拡充整備業務についても、随意契約にて社団法人高層住宅管理業協会へ委託したものである。
　国民への利便性等を確保するため、今後とも、当該システムの機能を十分活用していくためには、システムの業務
処理操作に関する問い合わせ対応、定期的なソフトウェアのアップデート作業などが、また、仮にシステムに不具合
が発生した場合には、迅速かつ適切な復旧作業の実施が必要不可欠である。そのため、当該システムに関する保守点
検業務を継続的に行う必要があるが、業務を行う者は、当該システム構成について熟知し、著作権を有している者が
行うことが必要である。
　以上のことから、本システムの機能を適切に保全管理することができる者は、旧システムの機能を生かしつつ本シ
ステムの開発に当たり、その著作権を有する社団法人高層住宅管理業協会以外にはないと判断されるため、当該法人
と随意契約を行うものである。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
(19年度から一般競争
入札に移行）

338 （財）建設業振興基金
建設業新分野進出促進支援事業（ワン
ストップサービスセンター事業）

丸山　博
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年5月9日 159,323,934

　 財団法人建設業振興基金は、建設業の構造改善など建設業の振興に寄与することを目的として、昭和５０年に国
と建設業者団体等からの拠出によって設立された公益法人である。同基金は、｢建設業の構造改善に関する調査研
究、指導、助成等｣を業務のひとつとしており、「構造改善センター」を設置して、各種の調査分析業務に対応でき
る体制を整えているほか、独自に「建設産業構造改善事業」を展開するなど、当該事業の実施にあたって必要とされ
る、建設業の構造改善に係る豊富な取組み実績を有している。
  また、同基金は、建設業の新分野進出の取組み事例の収集（現在、約４００事例）、新分野進出等の経営革新に役
立つ公的支援制度を紹介する「建設産業支援プログラム」の策定、建設業経営者に経営革新の取組み方を提示する
「新建設業経営ヒント集」の作成などに取り組んでいるほか、当課より、「地域における建設産業再生のための先導
的・革新的モデル構築支援調査事業」（平成１５年度）や「地域の中小・中堅建設業の企業連携・新分野進出モデル
構築支援事業」（平成１６年度）を受託するなど、建設業の新分野進出等の経営革新について、豊富な知見を有して
いる。
  また、同基金は建設業団体等からの出捐によって設立されおり、これまでにも建設業団体と共同で様々な会議やセ
ミナーを開催するなど、常時担当者レベルでのやりとりが可能な関係にある。また、平成１４年度補正予算事業で実
施した「建設業新分野進出アドバイザー事業」においては、建設業団体と連携して事業を展開した実績もあり、本事
業における相談受付窓口の設置・運営にあたって、 もスムーズな対応が可能である。
  加えて、同基金が運営するサイト上において実施している「建設業経営相談回答システム」の運営にあたっては、
建設業に関する専門的知識や業界動向に詳しい専門家を活用しており、社団法人中小企業診断協会などとの連携によ
り、相談業務を担う専門家の選定・登録を も効果的に実施できる状況にある。
   以上より、財団法人建設業振興基金が本業務の唯一の請負先であることから、同財団と随意契約を締結するもの
である。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（19年度から移行）

公募手続
きを実施



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
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在地
契約を締結した日

契約金額
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339
（財）不動産流通近代化
センター

不動産取引情報の提供のあり方に関す
る検討業務

丸山　博
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年5月9日 1,890,000

 　本業務は、消費者の相場観の把握等を支援する観点から、不動産流通市場の動向に関する情報及び加工・分析し
た不動産取引情報の消費者に提供すべき情報のあり方について検討を行うものである。
 　消費者への不動産取引情報の提供については、宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣の指定する指定流通機構
の保有する不動産取引の成約金額に関する情報（成約情報）を利用することを前提としているため、本検討を行う者
は、不動産取引における広告や契約等の実務と指定流通機構のシステムの双方に精通している必要がある。
  （財）不動産流通近代化センターは、宅建業法に基づき、業者に対する実務講習を業務として行っていることか
ら、当然に不動産取引における実務に通じている。
   また、指定流通機構のシステムは同センターが規定した共通仕様書に基づき構築され、運用されているため、同
センターは、指定流通機構のシステムの仕様を熟知し、各指定流通機構の運用状況を把握している唯一の法人である
といえる。
    さらに、指定流通機構の保有する成約情報は、個人の財産に関する情報（センシティブ情報）に該当し、個人情
報保護の観点から、その取扱いには特に注意を要する。そのため、本業務の契約の相手方は、営利を目的としない中
立公正な組織であり、行政庁の強い監督下に置かれている必要がある。同センターは、不動産流通市場の整備・近代
化に関する指導、不動産業に関する総合的な調査研究等を行う目的で設立された公益法人であり、行政庁の強い監督
下に置かれていると言える。
　このように同センターは、広範な不動産業務の実態と指定流通機構のシステムの双方に精通し、その他必要となる
知見を豊富に有する団体であるとともに、行政庁の強い監督下に置かれている団体であり、本業務を遂行できる能力
を有する唯一の法人である。
  以上の理由により、（財）不動産流通近代化センターと随意契約を行うものである。（会計法第２９条３第４項、
予決令第１０２条の４第３項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
(18年度から直ちに一
般競争入札に移行）

340 （財）建設業振興基金
建設業構造基本調査における調査設計
検討業務

丸山　博
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年5月23日 14,956,830

同基金が過去において行ってきた「建設業構造基本調査」について、完工高、経常利益、保有建設業許可数、下請比
率、専属状況、外注費比率等の「企業の営業利益に関すること」、工事代金の受取時期・条件、契約締結方法、契約
形態等の「企業の取引に関すること」、会計帳簿の作成、ＯＡ機器の導入・利用状況等の「経営管理に関するこ
と」、就業者数、賃金支払形態等の「雇用に関すること」、機械・設備の調達方法、組合加入状況から 近の動向で
ある建設業の新分野進出を含めた経営革新について、幅広い知見を有している。
　加えて、本調査の大きなテーマである新分野進出に代表される経営革新の質問等については、同基金は様々な経営
革新事例を調査し、モデル事業選定については当省から受託するなどの実績があり、今回の調査において検討手法を
活用することが必要不可欠である。
　以上をふまえて、本事業を円滑かつ確実な対応を行うことができる唯一の機関は財団法人建設業振興基金である。
（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
(18年度から直ちに一
般競争入札に移行）

341 （財）建設経済研究所
地域における中小・中堅建設業の経営
統合等促進モデル構築支援事業

丸山　博
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年5月30日 68,250,000

　財団法人建設経済研究所は、我が国の公共投資及び建設産業に関して理論的かつ実証的な調査研究を行うこと等に
より、建設産業の振興に貢献すること等を目的として、昭和５７年に建設保証事業会社３社からの拠出によって設立
された公益法人である。同研究所は、｢建設産業のあり方、建設産業の産業組織等建設産業に関する調査研究｣を業務
のひとつとしており、建設業に精通し、専門的な知識を有する研究員を抱え、各種の調査分析業務に対応できる体制
を整えているほか、建設投資に係る調査分析（例：「建設経済モデルによる建設投資の見通し」）や建設業者の決算
分析（例：「主要建設会社決算分析」）に関するレポートを公表するなど、当該事業の実施にあたって必要とされ
る、建設業に関する豊富な調査研究実績を有している。
　また、同研究所は、「建設経済レポート～日本経済と公共投資～」や「研究所だより」において、合併・持株会社
化・会社分割などの建設業の産業組織（組織再編）に係るレポートを公表しているほか、当課より、「公共工事の品
質確保強化に向けた共済制度設計モデル構築支援事業」（平成１６年度）を受託している。
　これにより、建設業の産業組織に係る豊富な知見を有するとともに、経営統合等の取組みに対する評価・分析能力
（主に計数分析能力）やモデル事業者との折衝・調整能力を修得していることから、本事業の実施において不可欠
な、モデル事業（者）の審査・選定、同事業（者）の円滑な事業遂行への支援等が可能である。
 以上より、財団法人建設経済研究所が本業務の唯一の請負先であることから、同財団と随意契約を締結するもので
ある。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
(18年度から直ちに一
般競争入札に移行）

342 （財）建設業振興基金
地域における中小・中堅建設業の新分
野進出促進モデル構築支援事業

丸山　博
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年5月30日 194,973,240

　財団法人建設業振興基金は、建設業の構造改善など建設業の振興に寄与することを目的として、昭和５０年に国と
建設業者団体等からの拠出によって設立された公益法人である。同基金は、｢建設業の構造改善に関する調査研究、
指導、助成等｣を業務のひとつとしており、「構造改善センター」を設置して、各種の調査分析業務に対応できる体
制を整えているほか、独自に「建設産業構造改善事業」を展開するなど、本事業の実施にあたって必要とされる、建
設業の構造改善に係る豊富な取組み実績を有している。
  また、同基金は、建設業の新分野進出の取組み事例の収集（現在、約４００事例）、新分野進出等の経営革新に役
立つ公的支援制度を紹介する「建設産業支援プログラム」の策定、建設業経営者に経営革新の取組み方を提示する
「新建設業経営ヒント集」の作成などに取り組んでいるほか、当課より、「地域における建設産業再生のための先導
的・革新的モデル構築支援調査事業」（平成１５年度）や「地域の中小・中堅建設業の企業連携・新分野進出モデル
構築支援事業」（平成１６年度）を受託している。
  これにより、建設業の新分野進出の取組みについて豊富な知見を有するとともに、新分野進出の取組みに対する評
価・分析能力（主に新規性の評価能力）やモデル事業者との折衝・調整能力を修得していることから、本事業の実施
において不可欠な、モデル事業（者）の審査・選定、同事業（者）の円滑な事業遂行への支援等が可能である。
  以上より、財団法人建設業振興基金が本業務の唯一の請負先であることから、同財団と随意契約を締結するもので
ある。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（19年度から移行）

公募手続
きを実施



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
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在地
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343 （独）土木研究所
平成１７年度建設機械排出ガスに関す
る技術的検討業務

丸山　博
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年6月14日 10,479,000

(独)土木研究所は、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から公正かつ透明性を持って効率的に効果的に、
土木に係る建設技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及等を行うことにより、土木技術の
向上を図り、もって良質な社会資本の効率的な整備の推進に資することを目的とする独立行政法人である。また、同
法人は、平成10年度以降、環境影響評価法に基づき建設施工に伴う騒音、振動、ばいじんの評価予測に関する技術基
準の策定に主体となって取り組んだ実績があり、本業務の遂行に当たっては、土木研究所のもつ公的な立場から建設
機械に係る環境に関する法律に基づく技術基準作成を行ったという実績とそのために必要となる専門的な知識が不可
欠である。また、本業務の遂行に当たっては、建設機械と建設機械からの排出ガスに関する知識や公的な立場から技
術基準策定を行う能力が不可欠であると同時に、研究開発された成果は適切な排出ガス規制を行うための各種政省令
等における技術基準の根拠として各方面で広く活用されるため、公共上の見地から公正で透明性のある業務を行う必
要があるという点から民間企業において実施することは不可能であり、本業務を適切に履行できる機関は上記法人以
外にない。
したがって、{会計法29条の3第4項　予算決算及び会計令第102条の4第3項}により随意契約を行うものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続
きを実施

344 （社）国際建設技術協会 平成１７年度援助方針策定調査
丸山　博
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年7月6日 6,740,000

　作成にあたっては、現地調査、相手国政府関係者等との意見交換等を実施し、インフラ分野の現状と課題を把握す
るとともに、我が国も含めた各ドナーの援助実績、相手国の開発計画、他ドナーの動向、我が国の援助政策等を勘案
した上で、対象の絞り込みを行うものとする。
①インフラ全般に関する高度な技術と、国内外におけるインフラ全般に関する豊富な情報収集能力、知識を有してい
ること。
②相手国（ガーナ共和国、エチオピア連邦民主共和国及びバングラディッシュ人民共和国）の開発計画、他ドナーの
動向、我が国の援助政策など国内外における開発動向に関する豊富な情報収集能力、知識を有していること。
③我が国の援助の基本計画を作成するものであることから、行政的視野からの広範な知見を有していること。また援
助すべき対象を絞り込むにあたり、中立性、公平性を有していること。
　社団法人国際建設技術協会は、海外における国土開発に対し協力をすることを目的に設立され、コンサルティン
グ・エンジニアの海外派遣、諸外国の建設技術者等との交流、建設技術に関する調査及び研究等を行っており、イン
フラ全般に関する高度な技術と、国内外におけるインフラ全般に関する豊富な知識を有していると判断されるととも
に、本案件に関する正式要請が相手国政府より提出されている。
　また同協会は、過年度にカザフスタン共和国等において援助方針策定調査、ガーナ共和国においてプロジェクト形
成調査として「幹線道路橋梁ﾘﾊﾋﾞﾘ／拡幅計画」、エチオピア連邦民主共和国においてプロジェクト形成調査として
「緊急道路橋梁改修計画」、バングラディッシュ人民共和国においてプロジェクト形成調査として「バングラデシュ
洪水対策計画」、「社会基盤地理情報整備計画」の実績がある他、開発途上国の自然条件や社会条件にあった建設基
準や技術移転指針作成等の業務を数多く実施しており、相手国（ガーナ共和国、エチオピア連邦民主共和国及びバン
グラディッシュ人民共和国）の開発計画、他ドナーの動向、我が国の援助政策に関する豊富な知識、行政的視野から
の広範な知見を有している。これらの実績等は今回の調査において必要不可欠である。
　以上のことから、本業務を的確に実施できる唯一の公益法人として、社団法人国際建設技術協会を委託先として選
定するものである。〔会計法第２９条の３第４項，予決令第102条の4第3号〕

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

345 （財）建設業振興基金
共同企業体運用改善事業に係る検討業
務

丸山　博
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年7月22日 16,929,412

　共同企業体に関する調査研究に関しては、共同企業体運営実態調査（平成2年）、建設工事共同企業体に関する実
態調査（平成12年）、建設工事共同企業体の会計処理（平成14年）を実施し、共同企業体の会計処理に関するガイド
ラインの策定等を行っており、共同企業体の研究について、多くの取組実績を有しているところである。さらに、こ
れまで累次にわたり、建設業の産業構造及びその中長期的変化に関する統計的な分析を目的とした「建設業構造基本
調査」を国から受託している。
　以上から、今回の共同企業体運用改善事業に係る検討業務において、上記の知識及び検討手法を活用することが不
可欠であるため、（財）建設業振興基金が、本業務を円滑かつ確実に実施し得る唯一の機関である。
　よって、会計法第29条の３第4項及び予決令第102条の４第３号の規定に基づき、（財）建設業振興基金と随意契約
を行うものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
(18年度から直ちに一
般競争入札に移行）

346 （財）国際研修協力機構 建設産業技能等移転促進事業
竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月26日 12,766,000

　調査・検討の実施にあたっては、外国人研修・技能実習について制度的・実態的に広い知見を有し、途上国の文
化、経済に精通し、特定の業界に偏することのない広い知見を有し、実務研修及び技能実習現場での研修生に関する
トラブル等の相談・解決等を行い、未然の対応策についての検討及びその蓄積があることが必要である。
　　(財)国際研修協力機構は、寄附行為上、「外国人研修生の受入れの拡大と円滑化を図り、我が国の技術、技能又
は知識を開発途上国等に積極的に移転し、もってこれらの国の人材の育成と経済社会の発展に寄与すること」を目的
としており、外国人研修生の受け入れを行う団体・企業に対して総合的な支援・サービスを行っているが、
　①　受入企業が入国管理局に提出する在留資格申請書の点検サービスを実施（平成16年度：51,012人）しており、
研修生の技能等の内容、レベルについて把握していることや技能実習に移行する際の事前評価を実施できる唯一の機
関として法務省より告示認定されていること（平成４年法務省告示第569号）、また東京本部に加え、18の地方駐在
事務所を有し、常に受入企業等と連絡、指導を実施し、海外建設研修・技能実習の制度や実態に詳しいこと
　②　財団法人であるものの賛助会員制を採用しており、幅広い業界の賛助会員（平成16年度末で2,079団体・企
業）の協力を得ていること
　③　平成６年度以降、概ね継続して帰国研修生等の習得技能の活用状況現地調査を実施しており、帰国後の研修生
の実態とそれを通じて開発途上国の文化、経済について広い知見を有していること
　から、本業務を的確に実施できる唯一の調査機関として(財)国際研修協力機構を選定するものである。（会計法第
２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）
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347 （財）建設経済研究所
経済連携協定（EPA）対応等建設市場
課題検討事業（基本戦略）

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月31日 7,000,000

本業務の実施にあたっては、
① 　我が国の建設業について国内外の幅広い知見とネットワークを有すること
② 　必要な現地調査を行うための活動基盤を有し、豊富な情報収集能力を備えていること
③ 　経済連携協定締結による海外建設市場の動向を踏まえた上で、国土交通省及び我が国建設業が取り得る新たな
戦略や今後の政策のあり方について、建設的な提言ができること
が求められる。
　財団法人建設経済研究所は、
　１）公共投資、建設産業に関する調査研究を業務の中心としており、海外の建設関連の法制度事情、プロジェクト
実施状況の調査を含む数多くの調査を受託しているなど、内外建設行政の法律面、制度面かつ経済面を も熟知して
いる団体であり、有能かつ経験豊富な人材を擁しており、東アジア及び欧米等各国に強力なコンタクトポイントを持
ち、情報を入手分析することが可能である。
　２）基本戦略については、2004年度の中間報告を経て、本年度に報告書としてまとめる予定であるが、国土交通省
は同研究所に対して、2003年度に、本業務の基本的な調査ともいえる「経済連携協定等関連建設業基礎調査」を委託
し、2004年度に、本業務の中間報告となった「経済連携協定(EPA)対応等建設市場課題検討事業（基本戦略）」を委
託したところであり、同研究所は、これらの業務において参照した情報、履行の経緯、秘匿すべき情報、関係者の事
情等の詳細を熟知するところである。
　本業務においては、財団法人建設経済研究所は、①我が国の建設業について国内外の幅広い知見とネットワークを
有し、②必要な現地調査を行うための活動基盤を有し、豊富な情報収集能力を備え、③経済連携協定締結による海外
建設市場の動向を踏まえた上で、国土交通省及び我が国建設業が取り得る新たな戦略や今後の政策のあり方につい
て、建設的な提言が行いうる法人であり、また、過年度の類似の調査における知識及び検討手法を活用することが不
可欠であることから、同研究所は本業務を的確に実施する上で必要な能力を有する唯一の法人である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき、財団法人建設経済研
究所と随意契約を行うものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続
きを実施

348 （社）海外建設協会 パートナリング調査検討業務
竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月9日 4,987,500

パートナリングの実施・運用については、国ごとや建設業及び発注機関ごとに異なり、関係者も、建設業、発注機関
（公共・民間）、プロジェクト・マネージャー、法律事務所、保険機関及びファシリテーターと多い。
したがって、本業務の委託先は、以下の点が求められる。
① 諸外国の建設市場制度・慣行や各種プロジェクトの実施状況につき十分な知識を有すること。
② 必要な現地調査を行うための活動基盤を有し、パートナリング調査検討に関して豊富な情報収集能力を備えてい
ること。
　社団法人海外建設協会は、海外における建設業に関する各種調査研究事業を実施してきており、諸外国の建設市場
制度・慣行や各種プロジェクトの実施状況について十分な知識を有している。
　同協会は駐在員事務所、２５カ所の支部を置き、諸外国の建設関係の情報収集、現地政府・企業との連絡、情報交
換を行っている。
　同協会は、パートナリングについて、2001年から研究を開始しており、国土交通省は同協会に対して、2002年の
「海外建設市場環境整備事業Ｂ」、2003年の「海外建設市場環境整備事業Ｂ」、2004年の「海外建設市場環境整備事
業Ｂ」及び2005年の「経済連携協定(EPA)対応等建設市場課題検討事業（パートナリング調査）」を委託している。
本業務はこれらと深く関係し、同協会は、これらの業務において参照した情報、履行の経緯、秘匿すべき情報、関係
者の事情等の詳細を熟知するところである。
　本業務においては、①諸外国の建設市場制度・慣行や各種プロジェクトの実施状況につき十分な知識を有し、②必
要な現地調査を行うための活動基盤を有し、パートナリング調査検討に関して豊富な情報収集能力を備え、かつ、上
記の調査における知識及び検討手法を活用することが不可欠であるため、社団法人海外建設協会が本事業を的確に実
施できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき、社団法人海外建設協
会と随意契約を行うものである。

見直す余地が
あるもの

18年度以降におい
て、当該事務事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

349 （財）地域開発研究所
観光資源を核とした地域づくり方策検
討調査

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月20日 8,694,000

　本調査は、地域の魅力を向上させるために、潜在化している地域固有の資源を再発見した上で、社会資本整備等と
組み合わせた地域観光資源の活用方策を検討するとともに、地域づくりを推進するために、観光客だけでなく地域住
民のニーズを把握した上で、既に明らかになっている資源を活用した地域活性化の方策を検討し、取りまとめた上で
具体的な提案を行うものである。
　財団法人地域開発研究所は、国土に関する基本問題とその総合開発に関する諸事項を地域に即して調査研究すると
ともに、地域開発に従事する者の資質の向上を図り、もって社会・経済の発展と公共の福祉に寄与することを目的と
して昭和４０年に設立された法人である。
　同法人は、観光資源や活用に関する基本的問題のみならず地域振興に関しても知見が深く、全国規模での観光地域
づくりに関する豊富な知識と経験を有している。
　 近では、「地域資源を活用した観光交流活性化方策検討調査」「観光を軸としたまちづくり方策検討調査」「地
域づくりを支援する道路整備の方策に関する調査」「ＮＰＯ等の地域団体と共同した都市再生に資する地域づくり方
策検討調査」等を受託し、地域づくり及び観光振興に関する調査業務に取り組んでいるところであり、本業務におい
ては上記調査業務に関するノウハウの活用が必要不可欠である。
　よって、同法人は本業務を実施するために必要な高度な技術及び経験、特に観光資源と地域づくりの関係を検討・
分析するための必要な各種施策・制度や地域整備計画関連の調査に精通している唯一の法人であることから、財団法
人地域開発研究所と随意契約を行うものである。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（18年度より企画競
争を実施、その後総
合評価による一般競
争を検討）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

350 （財）建設経済研究所
社会資本整備分野におけるグリーン経
営促進に関する調査検討業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月29日 14,700,000

本事業の実施にあたっては、請負先が、
①　事業全般について対応可能な体制が整備されており、かつ、実施に必要な知識と能力を有していること。
②　社会資本整備全般に関する広範な知識と知見、および社会資本整備分野に関係する業界に関する知識と知見を有
すること。
③　事業者が環境保全活動を容易かつ自主的に取り組むことができる制度創設の検討のため、環境に係る事業者の経
営およびそれを支援する制度設計に関する知識と経験を有すること。
が必要。
　（財）建設経済研究所は、我が国の公共投資や建設産業に関して理論的かつ実証的な調査研究を行うこと等によ
り、望ましい国土基盤の形成と建設産業の振興に貢献し、もって国民経済の健全な発展と国民福祉の向上に寄与する
ことを目的として設立された公益法人である。
　同研究所は、「建設投資・公共投資に関する調査研究」として建設投資の動向、公共投資政策、公共調達制度等に
ついて、また、「建設産業に関する調査研究」として建設産業政策等について業務を行うほか、経済社会の変化を踏
まえた住宅・土地や都市に関する調査研究等を業務としており、建設投資等に係る調査分析、建設産業及び不動産業
の諸課題に係る調査分析、住宅・土地に係る調査分析に関わる調査報告書をとりまとめるなど、当該事業の実施にあ
たって必要とされる、社会資本整備、建設産業、住宅・土地問題等に関する豊富な調査研究実績を有している。
　また、「建設経済レポート」において、建設産業の環境をめぐる取組の現状と課題に関わるレポートを公表してい
るほか、建設リサイクル法の運用にあたって必要な検討を行う「解体工事業の技術管理者等に関する調査業務」（H
１２年度）や、中小・中堅建設業者が行う経営統合等の取り組みについて検討を行う「地域における中小・中堅建設
業の経営統合等促進モデル構築支援事業」（H１６年度）を受託している。
　本事業の実施においては上記の環境に係る事業者の経営やそれを促進する制度設計に関する知識及び検討手法を活
用することが不可欠である。
　以上より、財団法人建設経済研究所が本業務の唯一の請負先であることから、同財団と随意契約を締結するもの。
（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（18年度より企画競
争を実施、その後総
合評価による一般競
争を検討）

351 （社）国際建設技術協会
平成１７年度　インフラ分野のＣＤＭ
事業実施促進のためのＣＤＭ事業実施
マニュアル原稿作成業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月5日 4,494,000

　業務の実施にあたっては、海外のインフラ分野の事業実施状況を踏まえ、ＣＤＭ事業に適応可能な具体技術及びＣ
ＤＭ事業参考事例についてとりまとめ、それを広く公表するためのマニュアル原稿を作成することから、
（１）  インフラ分野全般における技術について、専門的かつ広範囲な知見並びに豊富な情報収集能力を有すること
（２）  我が国及び本邦企業の海外でのインフラ分野事業の実施状況について精通していること
（３） ＣＤＭ事業実施促進のために広く公表するためのマニュアルを作成するものであることから、ＣＤＭについ
て十分な知見を有しているとともに、記述すべき環境技術及びＣＤＭ事業参考事例を絞り込むにあたり、中立性かつ
公平性を有していることが必要である。
　社団法人国際建設技術協会は、建設技術者、建設技術関係者又は建設コンサルティング、測量及び地質調査の事業
を営む法人等を会員として、海外における国土開発に対し協力をすることを目的に設立され、コンサルティング・エ
ンジニアの海外派遣、諸外国の建設技術者等との交流、建設技術に関する調査及び研究等を行っており、交流してき
た技術者等からの情報収集が期待できることから豊富な情報収集能力を有していると判断される。
　また、同協会は国土交通省及び国際協力機構等から委託を受け、これまでに我が国ＯＤＡに関するプロジェクト形
成調査や援助方針策定調査等を数多く実施しているとともに、海外で活動する会員企業や交流してきた技術者等から
の情報収集が期待できることから、我が国及び本邦企業の海外でのインフラ分野の事業実施状況について精通してい
ると判断される。
　さらに、１５年度には「平成１５年度　海外インフラＣＤＭ検討業務」を受注、また平成１６年度には「建設分野
におけるＣＤＭの実施促進のための検討業務」を受注し、ＣＤＭについて十分な知見を有していると判断される。
従って、同協会は、本業務を的確に実施できる唯一の公益法人である。
　以上の理由から、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により、本業務の契約の相手方として社団法
人国際建設技術協会と随意契約を締結するものである。
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352
（財）不動産流通近代化
センター

消費者へ提供される不動産取引情報の
拡充に係る設計業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月7日 21,000,000

　本業務は、消費者の不動産取引に対する不安感を解消させ、不動産取引市場の活性化を図るため、消費者にイン
ターネットを通じて不動産取引情報の提供を行うシステムの検討及び設計を行うものである。
　本システムの設計に当たっては、宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した指定流通機構（以下「レイン
ズ」という。）の保有する不動産取引の成約価格に関する情報を利用するため、レインズのシステムについて熟知し
ている必要がある。レインズのシステムは、（財）不動産流通近代化センター（以下「センター」という。）が設計
を行ったことから、センターはレインズのシステムを熟知している。また、本システムは、レインズとの連携を予定
しているが、レインズの既存の設計においては想定されていないため、レインズの設計の修正も併せて行う必要があ
る。レインズの設計については、センターが著作権を有しており、センター以外では修正を行うことができない。
   レインズは、全国４箇所（東日本、中部圏、近畿圏、西日本）に存在するが、現在その統合について業界で検討
されており、本システムの設計は、統合後を想定した上で行う必要がある。統合に当たっては、大手から中小までの
業界団体を網羅している物件情報検索サイト（不動産ジャパン）のデータベースとレインズのデータベースを一体化
させることも検討されており、それを考慮したシステム設計を行うことが必要である。不動産ジャパンは、センター
がその所有権を持って管理しており、その内容はセンターのみが熟知していることから、センター以外に設計を行う
ことはできない。
   レインズの保有する成約情報は、“個人の財産に関する情報”であり、その取扱いには特に注意を要する。本業
務を一般競争入札で行う場合、レインズのシステムに係る情報を仕様書の明示により不特定多数の業者に知らせるこ
ととなり、レインズの安全かつ円滑な管理運営に支障が生じたり、個人情報の漏えいを引き起こす危険性が高まる。
このため、本契約の相手方は、レインズのシステムについて熟知していることに加え、営利を目的としない中立公正
な組織であり、行政庁の強い監督下に置かれている必要がある。センターは、不動産流通市場の整備・近代化に関す
る指導、不動産業に関する総合的な調査研究等を行う目的で設立された公益法人であり、行政庁の強い監督下に置か
れていると言える。
   以上により、センターは、本業務を遂行できる能力を有する唯一の法人であることから当該法人と随意契約を行
うものである。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
(18年度から直ちに一
般競争入札に移行）

353 （財）建設業振興基金
CI-NETの地域普及促進モデルに関する
実証実験

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月7日 21,000,000

　本業務の遂行にあたっては、CI-NETと自社システムとの連結に係る課題や導入留意点などについての、検討を行な
う必要があるため、実施にあたってはCI-NETに関する豊富な実績が必要不可欠である。
　財団法人建設業振興基金は、「建設業における情報化の推進」が寄付行為として定められており、1988年のCI-NET
の検討会発足当初から17年以上CI-NETの活動を主催し、平成15年度には「建設業の生産高度化のための実証実験」及
び「中小・中堅建設業者向けIT活用業務モデルの普及促進業務」を、また平成16年度には、「中小・中堅建設業者に
おけるIT活用促進のための実証実験」を実施するなど、EDI等取引系分野の情報標準化に係る豊富な検討実績を有し
ている。
　以上のことから、財団法人建設業振興基金が唯一の請負先であることから、本業務について財団法人建設業振興基
金と随意契約を行うものである。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（18年度より企画競
争を実施、その後総
合評価による一般競
争を検討）

354 （社）海外建設協会 海外建設施工計画事前調査
竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月12日 16,200,000

　業務の実施にあたっては、国土交通省及び我が国関係機関の開発途上国への経済技術協力の実施の可能性につい
て、現地事情に即した体系的な調査を行い、施工計画における課題等を整理・検討し、必要な資料作成を行うもので
ある。
　本業務の遂行にあたっては、以下の要件が必要不可欠である。
① 海外における建設工事に関する高度な技術と、海外における建設工事に関する豊富な情報収集能力、知識を有し
ていること。
② 現地事情に精通し、その現地に即した施工方法、及び施工技術に精通していること。
　社団法人海外建設協会は、海外での建設工事の施工に十分な能力及び信用を有する建設業者等を会員とし、海外に
おける建設事業に関する我が国建設業者の協力を推進し、我が国建設業の健全な発展に寄与するとともに、諸外国と
の親善及び経済提携の強化に資することを目的に設立され、これを達成するために設立以来、５０年にわたり、海外
における建設工事に関する情報の収集、提供、技術のあっ旋及び建設事業に関する各種事情の調査、研究等を行って
おり、海外における建設工事に関する高度な技術及び豊富な情報収集能力、知識を有していると判断され、本案件に
関する正式要請が相手国政府より提出されている。
　また、今回対象となる施工方法については、複数の案が考えられ、施工方法等により設計内容が大きく変更となる
ことが予想されるが、同協会は、開発途上国におけるプロジェクト形成調査を数多く実施していること、会員企業が
インドネシア、エチオピア、ニカラグアにおいてアンペラ橋補修工事や道路改修工事等、多数の施工実績があること
から、現地の事情と施工技術に特に精通している。従って、社団法人海外建設協会は、本業務を遂行する上で必要な
能力を有する唯一の法人である。
　以上の理由から、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により、本業務の契約の相手方として社団法
人海外建設協会と随意契約を締結するものである。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)
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355 （財）建設経済研究所
プロジェクト実現化促進事業（アドバ
イザー／メキシコ・アメリカ）

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月20日 3,150,000

本業務の実施にあたっては、以下の要件が必要不可欠である。
①　メキシコ・アメリカにおけるインフラ整備事業の状況に精通していること。
②　メキシコ政府機関やメキシコ・アメリカ現地の建設業者等に対し、専門的見地から適切なアドバイスを行い得る
ために、当該国の建設分野に関する必要な知識・経験、コンタクトポイントを有すること。
③　ＯＤＡ案件の事業主体又は建設工事受注者として活動する我が国建設業等について、相当の経験及び知見を有す
る者であること。
財団法人建設経済研究所は、
　１）公共投資、建設産業に関する調査研究を業務の中心としており、内外建設行政の法律面、制度面かつ経済面を

も熟知している団体であり、有能かつ経験豊富な人材を擁している。国際関係業務においても、各国の建設経済研
究機関と定期的な情報交換を行うとともに、議論の場としてアジアコンストラクト会議やユーロコンストラクト会議
に参加し活動を行っている。
　２）国土交通省は同研究所に対して、2003年度等に、本業務と類似の「プロジェクト実現化推進事業」を委託し、
同研究所は、これらの業務において参照した情報、履行の経緯、秘匿すべき情報、関係者の事情等の詳細を熟知する
ところである。
　本業務においては、財団法人建設経済研究所は、①メキシコ・アメリカにおけるインフラ整備事業の状況に精通し
ており、②メキシコ政府機関やメキシコ・アメリカ現地の建設業者等に対し、専門的見地から適切なアドバイスを行
い得るために、当該国の建設分野に関する必要な知識・経験、コンタクトポイントを有し、③ＯＤＡ案件の事業主体
又は建設工事受注者として活動する我が国建設業等について、相当の経験及び知見を有する法人であり、また、過年
度の類似の調査における知識及び検討手法を活用することが不可欠であることから、同研究所は本業務を的確に実施
する上で必要な能力を有する唯一の法人である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき、財団法人建設経済研
究所と随意契約を行うものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続
きを実施

356 （社）国際建設技術協会
ケニア国モンバサ市・メルー市下水道
及び雨水排水システム改善計画等に係
る調査

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月27日 11,235,000

　業務の実施にあたっては、国土交通省及び我が国関係機関の開発途上国への経済技術協力の実施の可能性につい
て、現地事情に即した体系的な調査を行い、必要な資料作成を行うものである。
本業務の遂行にあたっては、以下の要件が必要不可欠である。
① 海外の建設プロジェクト、技術協力に係わる制度、慣行等の諸事情に精通しているとともに、我が国の経済協力
のあり方を熟知していること。
②　相手国（ケニア、スリランカ）の開発計画、他ドナーの動向など開発動向に関する豊富な情報収集能力、知識を
有していること。
　社団法人国際建設技術協会は、建設技術者、建設技術関係者又は建設コンサルティング、測量及び地質調査の事業
を営む法人等を会員として、海外における国土開発に対し協力をすることを目的に設立され、これを達成するため
に、設立以来４９年にわたり、コンサルティング・エンジニアの海外派遣、諸外国の建設技術者等との交流、建設技
術に関する調査及び研究等を行っており、海外の建設プロジェクトに係わる制度、慣行等の諸事情に精通していると
判断できるとともに、本案件に関する正式要請が相手国政府より提出されている。
　さらに、海外で活動する会員企業や、交流してきた技術者等から情報提供が期待できることから豊富な情報収集能
力を有していると判断される。
　また、同協会は国土交通省、国際協力機構等から委託を受け、過年度にケニア、スリランカにおいてプロジェクト
形成調査、援助方針策定調査の実績がある他、開発途上国の自然条件や社会条件にあった建設基準や技術移転指針作
成等の業務を数多く実施しており、相手国の開発計画、他ドナーの動向など、開発動向に関する豊富な知識を有して
おり、また、我が国の経済協力のあり方を熟知していると判断される。
　従って、社団法人国際建設技術協会は、本業務を遂行する上で必要な能力を有する唯一の法人である。
　以上の理由から、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により、本業務の契約の相手方として社団法
人国際建設技術協会と随意契約を締結するものである。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

357 （財）公共用地補償機構
立竹木に対する補償に関する調査研究
業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月27日 4,137,000

  本業務の実施にあたっては、①建物移転料を含めた損失補償基準体系を熟知し､②補償上の課題及びその実務に精
通のうえ、③算定要領等の作成に関し十分な専門的知識及び経験を有することが必要である。
 上記財団は、損失補償基準等の制度に関する調査・研究及び損失補償等に関する調査算定並びに精度監理を全国規
模で行っており、①同財団が実施した損失補償基準に関する「一般補償基準の点検に関する調査研究」及び「公共補
償基準の総合的点検に関する調査研究」等の研究成果を基に「一般補償基準」並びに「公共補償基準要綱の運用申し
合せ」の一部改正が行われた実績、②各種工作物の調査算定業務を受注し､種々の工作物に精通し、専門的な能力を
有していること、③また、同財団が実施した「木造建物調査積算要領（案）作成等調査研究業務」の研究成果が「木
造建物〔Ⅰ〕調査積算要領」の制定につながる等、要領等の作成に関し､十分な成果を上げているところであり、本
業務を行うために必要な全国的な範囲での事例収集やその分析に高度な知識・経験・能力を有している唯一の請負先
である。以上のことから本業務について上記財団と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４題３号）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（18年度より企画競
争を実施、その後総
合評価による一般競
争を検討）

公募手続
きを実施
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358 （財）公共用地補償機構
工作物の実態的耐用年数に関する調査
検討業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月27日 3,118,500

  本業務の実施にあたっては、立木補償を含めた損失補償基準体系を熟知し､補償上の課題及びその実務に精通する
など、現行の立木補償の内容を熟知していることが必要である。
  上記財団は、損失補償基準等の制度に関する調査・研究及び損失補償等に関する調査算定並びに精度監理を全国規
模で行っており、また、同財団が実施した損失補償基準に関する「一般補償基準の点検に関する調査研究」の成果を
基に立木補償を含めた一般補償基準の一部改正が行われ、「公共補償基準の総合的点検に関する調査研究」の成果を
基に「公共補償基準要綱の運用申し合せ」の一部改正が行われた実績があるなど、補償基準に関する調査検討におい
ては十分な成果を上げているところであり、本業務を行うために必要な全国的な範囲での実態調査やその分析に高度
な知識・経験・能力を有している唯一の請負先である。以上のことから本業務について上記財団と随意契約するもの
である。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（18年度より企画競
争を実施、その後総
合評価による一般競
争を検討）

公募手続
きを実施

359 （財）建設業振興基金
建設技能労働者の就労状況等に関する
調査

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月28日 10,909,500

　本調査の目的を達成するためには、企業単位の調査票配布方式ではなく、現場単位のアンケート調査により実態把
握することが必要であり、また、土木・建築・設備工事等の現場の種類、建設現場の従事者の規模等を考慮し、職
種・地域をバランスよく選定する必要がある。そのためには、建設産業、建設行政に関する専門的な知見に加え、建
設業団体、関係する企業、事業所や技能労働者等の信頼が得やすく、情報収集が容易であることが求められる。
（財）建設業振興基金は、これまでにも学識経験者、建設業団体等からなる「建設産業人材確保・育成推進協議会」
の事務局として建設産業に係る各種調査研究を行うなど、建設産業、建設行政についての豊富な知見を有しており、
また、建設業団体と連携しての事業展開の実績経験も豊富であることから、アンケート対象となる現場選定について
も もスムーズな対応が可能である。以上の理由から、（財）建設業振興基金が本業務を実施し得る唯一の機関であ
り、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を締結するものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（18年度より企画競
争を実施、その後総
合評価による一般競
争を検討）

360 （社）海外建設協会 建設産業ノウハウ移転促進事業
竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月1日 8,000,000

本事業の委託先は、
①　我が国建設産業の特質を把握し、かつ、我が国建設産業の発展の背景となった経済体制全体や他の産業との関連
を分析できること、
②　グアテマラ及びニカラグアの建設産業の特質及び経済体制全体を短時間で的確に把握するための調査拠点、調査
経験、人材を備えること、
③　テキストを英文にて作成し効果的な発表を行うため、英語による発表、テキスト作成のノウハウがあり、海外セ
ミナーの実施のノウハウを有することが求められる。
　社団法人海外建設協会は、海外展開する我が国建設業４５社を会員とする公益法人であり、1955年の設立以来約５
０年にわたり、我が国建設業の海外展開を推進し、諸外国との親善及び経済連携の強化を目的とした事業を実施して
きている。同協会はシンガポ－ル、ロンドン、北京に駐在員事務所、ロサンゼルス、メキシコ、サンパウロ等に２５
カ所の支部（会員企業の現地営業所・子会社で構成）を持ち、諸外国の建設関係の情報収集、現地政府・企業との連
絡、情報交換を行っている。
また、同協会の会員で、セミナー実施国であるグアテマラ及びニカラグアに対して人員を派遣している者もおり、こ
れら会員の協力が得られやすい。
　同事業については、国土交通省は同協会に対して、2002,2003,2004年等に委託しており、本業務はこれらと深く関
係し、同協会は、これらの業務において参照した情報、履行の経緯、秘匿すべき情報、関係者の事情等の詳細を熟知
するところである。
　本業務においては、社団法人海外建設協会は、①我が国建設産業の特質を把握し、かつ、我が国建設産業の発展の
背景となった経済体制全体や他の産業との関連を分析でき、②グアテマラ及びニカラグアの建設産業の特質及び経済
体制全体を短時間で的確に把握するための調査拠点、調査経験、人材を備え、③テキストを英文にて作成し効果的な
発表を行うため、英語による発表、テキスト作成のノウハウがあり、海外セミナーの実施のノウハウを有する法人で
あり、また、過年度の類似の調査における知識及び検討手法を活用することが不可欠であることから、社団法人海外
建設協会は本業務を的確に実施する上で必要な能力を有する唯一の法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき、社団法人海外建設協会
と随意契約を行うものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続
きを実施

361 （財）土地総合研究所
コミュニティにおける交通安全施策の
構築に関する調査研究

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月7日 3,696,600

　今回の調査研究のテーマであるコミュニティにおける自転車利用や歩行に係る交通安全の基本は、個々の危険箇所
単体の是正や取り締まりも大切であるが、根本的には、都市における土地利用や交通体系のあり方などまちづくりの
方策とすることが望ましく、併せて、コミュニティにおける交通や土地利用の規制、総合的な交通計画や土地利用計
画等の都市計画のあり方、街路・駐車場等の都市計画施設のあり方、都市交通における自動車の使い方、交通分担の
あり方などを対象として調査研究することが重要。
　このため、土地利用や都市計画と交通体系のあり方などを総合的な観点から検討する必要があり、関連する調査研
究の経験が豊富であり、かつ、様々な関係機関や専門的知見を有する識者との関係がある機関が調査を行うことが適
切。
　当該研究所は、土地利用に関する総合的な調査研究を主たる事業としており、自転車総合政策・交通安全施策に関
する研究について専門的な研究者を擁し、コミュニティを中心とした土地利用・都市構造のあり方を含めた研究体制
を有している。
　同財団は前年度も同内容の調査研究の請負先として業務を的確に遂行した実績があり、継続した内容の調査研究を
効果的に行うためには、前年度に行った有益な調査研究結果を活用することが不可欠。（会計法第２９条３第４項、
予決令第１０２条の４第３項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（18年度より企画競
争を実施、その後総
合評価による一般競
争を検討）
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362
（財）不動産適正取引推
進機構

ＷＥＢ方式による宅地建物取引業者等
閲覧システム基本設計業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月8日 28,671,000

　平成１３年４月に運用を開始した現行「宅地建物取引業者等閲覧システム」（以下「閲覧システム」という。）
は、国土交通省が上記契約の相手方（以下「機構」という。）に発注して開発したシステムである。機構は、閲覧シ
ステムの運用監視業務、システム保守を実施しているほか、閲覧システムと密接に関連する宅地建物取引業者免許事
務等処理システムの開発・運用を担当している。
  今回発注する業務は、開発に係る基本設計作業を行うものであるが、新システムは、現行閲覧システムに蓄積され
た情報の利用が不可欠であるほか、宅建業者の情報に関しては宅地建物取引業者免許事務等処理システム（以下「宅
建システム」という。）の情報を取り込むことが不可欠となっている。
  この情報は、都道府県と互いに共有しており、役員等の本籍等の個人情報や指導監督のための業者情報等の行政庁
固有のもので、これらを大量に扱うことから、その利用については行政庁及び宅建システムの管理を職務上公務員に
準じた取り扱いを受ける公益法人が行うことが望ましいという理由で４７都道府県も一括して委託先を機構だけに
限っている。このため、この意思に反して他の業者に委託を行うことは不可能である。
  また、機構が長年こうした情報管理を行う上で得たノウハウ等は、全国の情報を集約管理している立場からも国土
交通省を始めとした各行政庁を凌ぐものであり、システムが保有する業者データの第三者への流失を防ぐ観点から
も、新たな機関に当該業務を行わせることは管理上望ましくなく、新たな業者に当該データを取り扱わせることにつ
いて各都道府県の承認を得ることも不可能である。
  加えて、経費についても新たな業者への委託に不可欠なデータの移行、業務の指導等の経費について捻出すること
は全く不可能であり、非効率であることから機構以外の業者が行うことはできないものである。
　以上のことから、機構は本業務を効率的かつ的確に実施できる唯一の者である。
よって、上記機構と随意契約を締結するものである。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
(18年度から直ちに一
般競争入札に移行）

363 （財）建設業振興基金
建設産業の変化に対応した職長及び技
能労働者のあり方に関する調査業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月9日 9,199,050

　本業務の目的を達成するためには、建設産業における重層請負構造の実態や建設生産システムの現状を把握した上
で、総合工事業者等に対するアンケート・ヒアリング調査や既存資料の収集を行い、職長及び技能労働者が、現在、
建設生産物の品質確保などの面で果たしている役割に関する分析や、今後の建設生産システムにおいて求められる職
長及び技能労働者の確保・育成に係る課題等について整理を行う必要がある。そのためには、建設産業、建設行政に
関する専門的な知見に加え、総合工事業者や専門工事業者、技能労働者等の信頼が得やすく、情報収集が容易である
ことが求められる。（財）建設業振興基金は、「建設産業における生産システム合理化指針」（H3.2.5付け建設経済
局長通知）に基づき設置された「建設生産システム合理化推進協議会」の事務局として、建設生産システムの合理化
に係る各種調査研究を実施しているほか、学識経験者、建設業界団体からなる「建設産業人材確保・育成推進協議
会」の事務局として建設産業に係る各種調査研究を行い、また、建設業団体と連携して事業を展開した実績も豊富で
あることから、アンケート・ヒアリング対象となる企業選定及び情報収集にあたって、 もスムーズな対応が可能で
ある。以上の理由から、（財）建設業振興基金が本業務を実施し得る唯一の機関であり、会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を締結するものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
(18年度から直ちに一
般競争入札に移行）

364 （社）国際建設技術協会
平成１７年度アフリカ地域におけるグ
ローバルマッピング普及支援業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月16日 5,932,500

本業務の実施にあたっては、
（１）各国の地形図及び地理情報の整備・技術・利活用状況について、専門的な知見並びに豊富な情報収集能力を有
すること
（２）測量分野及びそれに関連する分野の我が国のＯＤＡの方針及び実施状況について精通していること
（３）測量分野及びそれに関連する分野において、特定技術への偏りが無く、全般的な技術的知見を有すること
が必要である。
　社団法人国際建設技術協会は、建設技術者、建設技術関係者又は建設コンサルティング、測量及び地質調査の事業
を営む法人等を会員として、海外における国土開発に対し協力をすることを目的に設立され、これを達成するため
に、設立以来４９年にわたり、コンサルティング・エンジニアの海外派遣、諸外国の建設技術者等との交流、測量分
野を含む建設技術に関する調査及び研究等を行っており、各国の地形図及び地理情報の整備・技術・利活用状況につ
いて、専門的な知見を有すると判断される。さらに、海外で活動する会員企業や、交流してきた技術者等からの情報
収集が期待できることから豊富な情報収集能力を有していると判断される。
　また、平成13年度の「ガンビア共和国地理情報整備計画調査」の事前調査を始め、国際協力機構が発注する測量分
野の開発調査に係る数多くの国を対象とした事業に的確にこれまで従事してきたことから、測量分野等の我が国のＯ
ＤＡの方針及び実施状況について精通していると言える。さらに、測量分野及びそれに関連する分野において、特定
技術への偏りが無く、全般的な技術的知見を有している。
　従って、同協会は、本業務を的確に実施できる唯一の公益法人である。
　以上の理由から、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により、本業務の契約の相手方として社団法
人国際建設技術協会と随意契約を締結するものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（19年度から移行）

公募手続
きを実施
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365 （社）海外建設協会 建設業国際貢献推進事業
竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月16日 3,600,000

本業務の委託先は、
①　インドにおける我が国建設業の施工事例や社会貢献事例を、また、現地の建設業や現地技術者の特質及び現地慣
行等の現地情報を、短時間で的確に把握するための調査拠点、調査経験、人材を備えること、
②　テキストを英文にて作成し効果的なＰＲを行うため、英語によるＰＲ、テキスト作成のノウハウがあり、海外セ
ミナーの実施のノウハウを有することが求められる。
　社団法人海外建設協会は、海外展開する我が国建設業４５社を会員とする公益法人であり、1955年の設立以来約５
０年にわたり、我が国建設業の海外展開を推進し、諸外国との親善及び経済連携の強化を目的とした事業を実施して
きている。同協会はシンガポ－ル等に駐在員事務所、香港、ジャカルタ等に２５カ所の支部（会員企業の現地営業
所・子会社で構成）を持ち、インド周辺諸国の建設関係の情報収集、現地政府・企業との連絡、情報交換を行ってい
る。
また、同協会の会員で、実施国であるインド及びその周辺国に対して人員を派遣している者もおり、これら会員の協
力が得られやすい。
　同事業については、国土交通省は同協会に対して、2003年等に委託しており、本業務はこれらと深く関係し、同協
会は、これらの業務において参照した情報、履行の経緯、秘匿すべき情報、関係者の事情等の詳細を熟知するところ
である。
　したがって、海外建設協会は、上記①及び②を十分に備えるだけではなく、関係者へのアクセス能力や、建設業国
際貢献推進事業についての実績を有することから、本業務を的確に実施できる唯一の委託先として、社団法人海外建
設協会を選定するものである。〔会計法第２９条の３第４項，予決令第102条の4第3号〕

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続
きを実施

366 （社）海外建設協会 建設産業会議資料作成業務
竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月25日 2,940,000

　建設産業ノウハウ移転促進事業については、過年度及び本年度において、社団法人海外建設協会に委託していると
ころである。本業務はこれらと深く関係する業務であり、また、同協会は、これらの業務において参照した情報、履
行の経緯、関係者の事情等の詳細を熟知するところであり、これらを活用することが不可欠であるため、社団法人海
外建設協会が本事業を的確に実施できる唯一の法人である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき、社団法人海外建設協
会と随意契約を行うものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続
きを実施

367
（財）建設業情報管理セ
ンター

建設業情報管理システムの機能の拡充
整備業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月1日 10,030,650

　本業務のプロジェクト管理やプログラムの基本設計を行うにあたっては、単にソフトウエア開発等の知識のみなら
ず、経営事項審査制度や建設業法に関する知識、経験が豊富であることが必要不可欠である。
　当センターは、増加する許可業者の許可審査事務にＯＡ化システムを導入し、事務処理の簡素合理化を進め、もっ
て建設業の健全な発展を促すことを目的に、昭和62年4月1日に設立された財団。設立以降、建設業許可・経営事項審
査に係るシステムの開発や情報の収集・加工を行っており、本業務に必要な知識・経験を保有している唯一の機関で
ある。
　従って、当センターと随意契約を行うものである。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
(18年度から直ちに一
般競争入札に移行）

368
（財）建設業情報管理セ
ンター

経営事項審査の虚偽申請防止対策につ
いての検討業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月1日 24,142,650

　本業務は申請データの相関関係の分析を伴うため、当該データを蓄積していることはもちろんのこと、経営事項審
査の内容や建設業の財務特性を充分に認識していることが必要不可欠である。
　財団法人建設業情報管理センターは、増加する許可業者の許可審査事務にＯＡ化システムを導入し、事務処理の簡
素合理化を進め、もって建設業の健全な発展を促すことを目的に、昭和62年4月1日に設立された財団である。設立以
降、建設業許可・経営事項審査に係る情報の収集・処理・加工を行っており、本業務の遂行に必要なデータを全て保
有している唯一の機関である。
　従って、当センターと随意契約を行うものである。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（18年度より企画競
争を実施、その後総
合評価による一般競
争を検討）

369
（社）日本建設機械化協
会

平成１７年度建設機械排出ガスに関す
る技術的調査業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月2日 36,225,000

　（社）日本建設機械化協会施工技術総合研究所は、定款上、建設機械に関する技術開発、機械施工の調査研究およ
び建設機械の研究・改良、建設機械化の推進と普及、評定試験を実施し、国の施策と民間の技術開発のコーディネー
ターとしての役割を果たしつつ、技術開発からその普及まで一貫して推進し、もって国土開発と経済発展に寄与する
ことを目的として設立されている。
　当研究所は国土交通省が制定した排出ガス対策型建設機械指定要領に基づく排出ガス対策型エンジンの評定機関で
あり、第三者機関としてエンジンの排出ガスに関わる審査、評価、試験に関する実績を有しており、本業務を公正に
実施するにあたって必要となる高度な専門知識や技術を有している。
更に、当研究所は建設機械に関連する 先端の技術及び機械施工に関する技術について、建設機械施工における環境
改善対策調査業務（平成１４年　国土交通省）を行うなど、多くの業務実績を有しており、建設機械施工における環
境改善策として、建設機械の排出ガス対策技術、環境面に優れた建設機械の普及を推進するための方策を検討してい
くうえで必要となる技術的に高度で専門的な情報に精通している。
このような機関は他に例が見当たらず、本業務を適切に履行できる機関は上記法人以外にない。したがって、｛会計
法２９条の３第４項　予算決算及び会計令第１０２条の４第３項｝により随意契約を行うものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続
きを実施



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

370 （社）国際建設技術協会 建設経済交流推進事業
竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月2日 5,617,500

　業務の実施にあたっては、開発途上国の社会資本整備を中心とする行政制度、我が国の開発途上国に対する経済技
術協力の内容、社会資本整備に係わる技術水準の各分野に精通していること、さらに、開発途上国との建設関係者の
交流及び経済技術協力に関する経験が豊富であることが必要である。
　社団法人国際建設技術協会は、建設関係の技術者、建設コンサルタント等を会員として、海外における建設技術に
関する調査及び研究を行い、もって海外における国土開発に協力することを事業目的とした公益法人である。
また、設立以来長年にわたり、インドネシアをはじめ開発途上国における良質なインフラ分野案件についての事前調
査や協力実施済みの完了プロジェクトについての評価等の業務を数多く実施しており、開発途上国の社会資本整備を
中心とする行政制度、開発途上国との建設関係者の交流、我が国の開発途上国に対する経済技術協力の内容、社会資
本整備に係わる技術水準の各分野に精通していることから、本業務を的確に実施するためには社団法人国際建設技術
協会をおいて他にない。
　以上の理由から、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、社団法人国際建設技術協会
と随意契約を行うものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（19年度から移行）

公募手続
きを実施

371 （社）国際建設技術協会 建設技術移転指針策定業務
竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月2日 20,055,000

　業務の実施にあたっては、
（１）インフラ分野における建設技術について、専門的かつ広範囲な知見並びに経験を有する
（２）我が国のＯＤＡ技術協力の状況について熟知し、海外のインフラプロジェクト実施に関わる現地の状況や技術
能力などの諸事情に精通している
ことが必要である。
　社団法人国際建設技術協会は、建設技術者、建設技術関係者又は建設コンサルティング、測量及び地質調査の事業
を営む法人等を会員として、海外における国土開発に対し協力をすることを目的に設立され、これを達成するため
に、設立以来長年にわたり、コンサルティング・エンジニアの海外派遣、諸外国の建設技術者等との交流、建設技術
に関する調査及び研究等を行っており、建設技術について専門的かつ広範囲な知見並びに経験を有している。
　また、本法人は、開発途上国におけるインフラ分野案件についての事前調査、協力実施済の完了プロジェクトにつ
いての評価等の業務を数多く実施しており、インフラ分野における我が国のＯＤＡ技術協力の状況について熟知して
おり、海外のインフラプロジェクト実施に関わる現地の状況や技術能力などの諸事情に精通していることから、本業
務を的確に実施するためには社団法人国際建設技術協会をおいて他にない。
　以上の理由から、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、社団法人国際建設技術協会
と随意契約を行うものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（19年度から移行）

公募手続
きを実施

372 （社）国際建設技術協会
モザンビーク国イレ～クワンバ間橋梁
整備計画等に係る調査

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月5日 10,080,000

本業務の遂行にあたっては、以下の要件が必要不可欠である。
① 海外の建設プロジェクト、技術協力に係わる制度、慣行等の諸事情に精通しているとともに、我が国の経済協力
のあり方を熟知していること。
②　相手国（モザンビーク、ベトナム、エチオピア）の開発計画、他ドナーの動向など開発動向に関する豊富な情報
収集能力、知識を有していること。
　社団法人国際建設技術協会は、建設技術者、建設技術関係者又は建設コンサルティング、測量及び地質調査の事業
を営む法人等を会員として、海外における国土開発に対し協力をすることを目的に設立され、これを達成するため
に、設立以来４９年にわたり、コンサルティング・エンジニアの海外派遣、諸外国の建設技術者等との交流、建設技
術に関する調査及び研究等を行っており、海外の建設プロジェクトに係わる制度、慣行等の諸事情に精通していると
判断できるとともに、本案件に関する正式要請が相手国政府より提出されている。
　さらに、海外で活動する会員企業や、交流してきた技術者等から情報提供が期待できることから豊富な情報収集能
力を有している。
　また、同協会は国土交通省、国際協力機構等から委託を受け、過年度にベトナム、エチオピアにおいてプロジェク
ト形成調査の実績がある他、援助方針策定調査、開発途上国の自然条件や社会条件にあった建設基準や技術移転指針
作成等の業務を数多く実施しており、相手国の開発計画、他ドナーの動向など、開発動向に関する豊富な知識を有し
ており、また、我が国の経済協力のあり方を熟知している。
　従って、社団法人国際建設技術協会は、本業務を遂行する上で必要な能力を有する唯一の法人である。
　以上の理由から、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により、本業務の契約の相手方として社団法
人国際建設技術協会と随意契約を締結するものである。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
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373 （財）建設経済研究所
諸外国の状況を踏まえた今後の社会資
本整備の在り方に関する調査検討業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月9日 84,000,000

　社会資本整備の規模・水準についての諸外国との比較に際しては、一般的に国民経済計算（ＳＮＡ）から導き出さ
れるＩｇ／ＧＤＰ比が用いられるが、社会資本整備における成熟度の相違、災害の頻発度等の国土条件の相違、社会
資本の形成に係わる主体の相違等、各国毎に固有の諸条件について考慮がなされているものではなく、それゆえ各国
の実態を踏まえた比較が行われているとは言い難い状況である。
　本業務は、各国の実態を踏まえた比較を行う上で必要と思われる、各国毎に固有の諸条件を明らかにすることを目
的とするものであり、このため本業務の実施主体については、行政・経済社会情勢・関連産業情勢等に幅広い知見を
有し、公的部門の調査研究について、一定の研究成果の蓄積を有していると同時に、各国の公的部門に関する詳細な
動向を把握できる体制を適切に構築し、運営を行うノウハウを有することが必要である。
　財団法人建設経済研究所は、公共投資、建設産業に係る調査・研究等を主事業としており、SNAや県民経済計算、
その他国内外の各種の建設関連統計等を駆使しつつ、多角的な視点から調査・分析を行うとともに、「建設経済レ
ポート」を始めとした数々の書籍・報告書を発行する等、公的部門に係る理論的かつ実証的な調査研究についての長
年の実績、知見の蓄積は極めて豊富である。また、同研究所は米国に専門スタッフを有する事務所を構え、米国にお
ける建設マネジメントを独自に研究する等、プロジェクト・マネジメントに係る知見・知識を蓄積しており、本業務
の実施に不可欠となる、各国の事情に精通した現地の専門家による調査体制を、短期間で効率的かつ適切に構築・運
営することが可能なマネジメント能力、国内外のネットワークを有している。
　以上のように、財団法人建設経済研究所は、本業務を行う上で不可欠な知見、マネジメント能力、国内外ネット
ワーク等を高度なレベルで併せ持っており、また実績の蓄積も申し分なく、本業務を的確に実施し得る も適した請
負先である。したがって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計例第１０２条の４第３号により随意契約を
行うものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（18年度より企画競
争を実施、その後総
合評価による一般競
争を検討）

374 （財）建設業振興基金
中小・中堅建設業の経営力強化のため
の資金融通方策に関する調査検討

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月12日 17,902,500

  財団法人建設業振興基金は、建設産業の近代化・合理化を図るために中小建設業の金融の円滑化、建設産業の構造
改善・情報化の推進等を行い、建設産業の振興に寄与することを目的として、昭和５０年に国と建設業者団体等から
の拠出によって設立された公益法人である。
  同基金は、「建設業者団体、事業協同組合等が行う貸付事業（中小建設業者等への資金供給の円滑化及び下請保護
に資するもの又は企業連携の推進に資するものに限る。）に必要な資金に係る借入れについての金融機関に対する債
務保証」を業務のひとつとしており、公共工事や社会全体の効用を高める施設に関する民間工事を受注・施工してい
る中小・中堅元請業者へ低利な施工資金を提供するとともに、下請業者への支払条件の改善を図っている。
  また、建設業の新分野進出の取組み事例の収集、新分野進出等の経営革新に役立つ公的支援制度を紹介する「建設
産業支援プログラム」の策定、建設業経営者に経営革新の取組み方を提示する「新建設業経営ヒント集」の作成など
に取り組んでおり、当課より、「地域における建設産業再生のための先導的・革新的モデル構築支援調査事業」（平
成１５年度）や「地域の中小・中堅建設業の企業連携・新分野進出モデル構築支援事業」（平成１６年度）を受託す
るなど、建設業の新分野進出等の経営革新について、豊富な知見を有している。
  更に、運営するサイト上において実施している「建設業経営相談回答システム」の運営にあたっては、建設業に関
する専門的知識や業界動向に詳しい専門家を活用しており、これらの業務を通じて、地域における事業再生を担って
いる「中小企業再生支援協議会」の構成員となっている中小企業診断士等と、実務者レベルでのつながりを有してい
る。
  このように、建設産業専門の振興財団として、中小・中堅建設業の資金繰りや経営体質の改善・経営革新を支援す
る数多くの業務に関する実績を有しており、建設業が直面している課題について精通している機関は、他に例が無
い。
  以上より、財団法人建設業振興基金が本業務の唯一の請負先であることから、同財団と随意契約を締結するもので
ある。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（18年度より企画競
争を実施、その後総
合評価による一般競
争を検討）

375 （財）建設経済研究所
建設業のビジネスモデルに関する調査
検討

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月12日 19,950,000

  財団法人建設経済研究所は、我が国の公共投資及び建設産業に関して理論的かつ実証的な調査研究を行うこと等に
より、建設産業の振興に貢献すること等を目的として、昭和５７年に建設保証事業会社３社からの拠出によって設立
された公益法人である。同研究所は、｢建設産業のあり方、建設産業の産業組織等建設産業に関する調査研究｣を業務
のひとつとしており、建設業に精通し、専門的な知識を有する研究員を抱え、各種の調査分析業務に対応できる体制
を整えているほか、建設投資に係る同研究所独自の調査分析（例：「建設経済モデルによる建設投資の見通し」）や
主要建設会社の決算分析（例：「主要建設会社決算分析」）に関するレポートを長年にわたって公表しているなど、
当該事業の実施にあたって必要とされる、建設投資や建設業の産業構造についての優れた調査分析能力と、豊富な研
究資料及び研究実績を有している。
  また、同研究所は、「建設経済レポート～日本経済と公共投資～」や「研究所だより」において、国内の建設産業
の特性や実態についての研究や、関連産業・海外との比較・分析を行い、今後に向けた様々な提言を行っている。さ
らに、当課より、「公共工事の品質確保強化に向けた共済制度設計モデル構築支援事業」（平成１６年度）を受託し
ている。
  このように、建設産業専門の研究機関として高度な調査分析能力や豊富な研究実績を有し、今後の建設産業につい
ての提言を行っている機関は、他に例が無い。
  以上より、財団法人建設経済研究所が本業務の唯一の請負先であることから、同財団と随意契約を締結するもので
ある。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
(18年度から直ちに一
般競争入札に移行）
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376 （社）雪センター
積雪地域における観光地域づくりに関
する基礎調査

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月13日 1,890,000

　本業務の実施にあたっては、積雪寒冷地においての地域活性化のための地域開発、経済開発並びに地域振興に関す
る専門的な知識を必要とし、同時に積雪寒冷地における地域づくりに関する経験や各地の地域活性化に関する様々な
事例の蓄積などの知見を有する必要があり、さらに、地域づくりと社会資本整備の関係に着目した有効かつ効果的な
検討を行う等、積雪寒冷地において広範な知識や経験を持つ必要がある。
　（社）雪センターは、社会資本整備に関する克雪、利雪及び親雪等に関する総合的な調査、研究及び技術開発等を
行うことにより雪に対する安全性、快適性等の向上を図り、地域の振興と国民生活の向上に寄与することを目的とし
て設立された法人であり、積雪寒冷地における地域開発、経済開発、地域振興に関する専門的な知識を有するスタッ
フを多数有し、雪を利用した地域づくり方策に関しても知見が深く、地域づくりと社会資本整備における分野の豊富
な知識と経験を有している。また、雪の特性を生かし、雪を積極的に利用する動きが活発化してきている昨今の社会
情勢に対応した様々な諸施策のうち、特に雪を使ったイベントにより積雪寒冷地域の特性を活かした地域づくりにつ
いて幅広い知識を有している。
　また、「冬期型観光地経済分析基礎調査」を受託し、冬期型の観光地の成長背景及び要因を詳細に調査し、観光地
側と観光客側の両方から観光地の魅力を整理し、観光客の増加が地元経済に及ぼす波及効果を調査・分析することを
踏まえ、今後の冬期型観光地における効果的な観光振興及びそのために必要な地域づくり・社会資本整備のための基
礎調査業務を同法人が実施し、本業務の基礎的データ資料等を収集したところである。
　以上のとおり、同法人は本業務を実施するために必要な高度な技術及び経験、特に積雪寒冷地におけるイベントの
開催に関連した地域づくりと社会資本整備の関係を検討・分析するための必要な各種施策・制度調査に精通している
唯一の法人であることから、（社）雪センターと随意契約を行うものである。（会計法第２９条３第４項、予決令第
１０２条の４第３項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続
きを実施

377
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度地域づくりに対する期待
度に関する調査・検討業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月15日 14,700,000

　本業務の実施にあたっては、地域づくりに関する経験や各地の地域活性化に関する様々な事例の蓄積などの知見を
有し、かつ、今後の我が国の国民意識の変化や社会・経済状況の変化にも留意しつつ、地域づくりと社会資本整備の
関係に着目した有効かつ効果的な検討を行い得る広範な知識や経験を持っていることが必要不可欠である。
　（財）国土技術研究センターは、その設立目的を達成するために行う事業の一つに「道路、河川、都市計画等に関
する建設事業を中核とする多領域な地域開発、都市開発、大規模プロジェクト等の構想及びマスタープラン等の立案
並びにこれらに必要な調査、研究」を挙げており、過去の主要な国土総合開発調整費調査をはじめ、従来より地方都
市等における交流圏形成などの地域整備計画関連の調査も数多く実施するなど、この分野の豊富な知識と経験等を有
している。
　過去においては、広域連携に関する調査として国土総合開発調整費調査「九州・四国における多様な交流連携を踏
まえた地域整備計画調査」を行っており、また、「広域交流を活かした地域振興方策等検討調査」、「「街道・舟
運」の再生による広域的な交流促進及び地域活性化方策の検討調査」、「飛び地」連携による交流促進及び地域活性
化方策に関する検討業務」などを行っており、さらに、昨年度は今回実施しようとしている業務と類似の趣旨の「地
域づくりに資する社会資本整備推進方策に関する調査・検討業務」を実施する等、全国を対象に多彩な調査検討業務
を実施している。
　以上のとおり、同法人は本業務を実施するために必要な高度な技術及び経験、特に地域振興方策を検討するために
必要な各種施策・制度や地域整備計画関連の調査に精通している唯一の法人であることから、（財）国土技術研究セ
ンターと随意契約を行うものである。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続
きを実施

378 （財）建設経済研究所
諸外国の入札・契約制度実態調査（シ
ンガポール・マレーシア）

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月15日 2,415,000

　本業務には我が国の入札・契約制度について深く理解したうえで、外国の入札・契約制度の情報の収集・比較検討
ができる能力を有する機関が当たる必要がある。
　財団法人建設経済研究所は、我が国における公共投資及び建設産業に関して理論的かつ実証的な調査研究を行うこ
と等により、望ましい国土基盤の形成と建設産業の振興に貢献し、もって国民経済の健全な発達と国民福祉の向上に
寄与することを目的に設立された機関である。この目的を達成するため、「建設産業のあり方、建設産業の産業組織
等建設産業に関する調査研究」、「建設産業の抱える諸問題を解決するための基本的な調査研究」、「海外の公共投
資及び建設産業に関する研究」、「関連する文献、資料、統計等収集、分析、整理及び翻訳」などの事業を行ってい
る。特に、昭和57年設立時から我が国の入札・契約制度について調査検討を継続して行っており、また、諸外国へ調
査団を派遣して入札・契約制度の調査を行い関連資料を収集及び分析するノウハウを備え本業務の遂行に求められる
能力を有している機関は他にはない。
　したがって、本業務を遂行できる唯一の機関である財団法人建設経済研究所と随意契約を行うものである。（会計
法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続
きを実施
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379 （社）海外建設協会 キャパシティ・ビルディング支援事業
竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月20日 4,935,000

本業務には、以下の条件が必要不可欠である。
①　我が国の建設業制度と建設市場の特質を把握し、かつ、我が国建設業の発展の背景となった経済動向や他の産業
との関連を分析できること、
②　ベトナムの建設業制度と建設市場の特質及び経済動向を短時間で的確に把握するための調査拠点、調査経験、人
材を備えること、
③  英文にて会議資料を作成し効果的な発表を行うため、英語による発表や会議資料作成のノウハウがあり、国際会
議又は海外セミナーの実施のノウハウを有することが求められる。
　社団法人海外建設協会は、海外展開する我が国建設業４５社を会員とする公益法人であり、1955年の設立以来約５
０年にわたり、我が国建設業の海外展開を推進し、諸外国との親善及び経済連携の強化を目的とした事業を実施して
きている。同協会は、マニラ支部等３カ所の駐在員事務所及び２５カ所の支部を持ち、ベトナム等諸外国の政府調達
といった建設関係の情報収集、現地政府・企業との連絡、情報交換を行っている。
また、同協会の会員は、実施国であるベトナムに対して日本人約120名を派遣しており、これら会員の派遣人員の協
力が得られやすい。
　国土交通省は同協会に対して、2003年に「キャパシティビルディング推進事業」を委託しており、本業務はこれと
深く関係し、同協会は、これらの業務において参照した情報、履行の経緯、秘匿すべき情報、関係者の事情等の詳細
を熟知するところである。
　したがって、同協会は、請負先の条件となる上記①から③を十分に満たし、また、本業務と類似の委託についての
実績を有する。
　以上の理由から、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、本業務の唯一
の契約の相手方として、社団法人海外建設協会と随意契約を締結するものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続
きを実施

380 （社）国際建設技術協会
平成１７年度　温室効果ガス排出削減
に寄与するＯＤＡ事業実施にかかる課
題分析・対応策検討業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月20日 6,016,500

業務の実施にあたっては、インフラ分野全般のＯＤＡ事業について、温室効果ガス排出削減に寄与する技術を活用
し、またＣＤＭと連携する視点から、技術的課題を分析し、対応策の検討をおこなうことから、
（１）インフラ分野全般における技術について、専門的かつ広範囲な知見並びに豊富な情報収集能力を有すること
（２）インフラ分野のＯＤＡの諸事情について精通していること
が必要である。
　社団法人国際建設技術協会は、建設技術者、建設技術関係者又は建設コンサルティング、測量及び地質調査の事業
を営む法人等を会員として、海外における国土開発に対し協力をすることを目的に設立され、これを達成するため
に、設立以来４９年にわたり、コンサルティング・エンジニアの海外派遣、諸外国の建設技術者等との交流、建設技
術に関する調査及び研究等を行っており、インフラ分野全般における技術に関する専門的かつ広範囲な知見を有して
いる。さらに、海外で活動する会員企業や、交流してきた技術者等からの情報提供が期待できることから豊富な情報
収集能力を有している。
　また、同協会は国土交通省及び国際協力機構等から委託を受け、平成１６年度「建設計画事前調査」等これまでに
ＯＤＡに関するプロジェクト形成調査や援助方針策定調査等を数多く実施しており、我が国のインフラ分野のＯＤＡ
全般の諸事情に精通し、会員企業等から、本邦企業の事業実施状況についても情報収集が可能であることから、本業
務を的確に実施できる唯一の公益法人である。
　以上の理由から、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により、本業務の契約の相手方として社団法
人国際建設技術協会と随意契約を締結するものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続
きを実施

381 （社）国際建設技術協会
イラン国ダムの耐震安全性向上プロ
ジェクト等に係る調査

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月21日 9,240,000

　本業務の遂行にあたっては、以下の要件が必要不可欠である。
① 海外の建設プロジェクト、技術協力に係わる制度、慣行等の諸事情に精通しているとともに、我が国の経済協力
のあり方を熟知していること。
②　相手国（イラン、インドネシア）の開発計画、他ドナーの動向など開発動向に関する豊富な情報収集能力、知識
を有していること。
　社団法人国際建設技術協会は、建設技術者、建設技術関係者又は建設コンサルティング、測量及び地質調査の事業
を営む法人等を会員として、海外における国土開発に対し協力をすることを目的に設立され、これを達成するため
に、設立以来４９年にわたり、コンサルティング・エンジニアの海外派遣、諸外国の建設技術者等との交流、建設技
術に関する調査及び研究等を行っており、海外の建設プロジェクトに係わる制度、慣行等の諸事情に精通していると
ともに、本案件に関する正式要請が相手国政府より提出されている。
さらに、海外で活動する会員企業や、交流してきた技術者等から情報提供が期待できることから豊富な情報収集能力
を有している。
　また、同協会は国土交通省、国際協力機構等から委託を受け、過年度にイラン、インドネシアにおいてプロジェク
ト形成調査、援助方針策定調査の実績がある他、開発途上国の自然条件や社会条件にあった建設基準や技術移転指針
作成等の業務を数多く実施しており、相手国の開発計画、他ドナーの動向など開発動向に関する豊富な知識を有して
おり、また我が国の経済協力のあり方を熟知している。
　従って、社団法人国際建設技術協会は、本業務を遂行する上で必要な能力を有する唯一の法人である。
　以上の理由から、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により、本業務の契約の相手方として社団法
人国際建設技術協会と随意契約を締結するものである。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)
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382
（財）国土技術研究セン
ター

ユニバーサル社会構築に向けた施設整
備等のあり方に関する調査検討業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月21日 3,465,000

　（財）国土技術研究センターは、その活用と普及を行うことを目的として昭和４８年に設立され、多領域にわたる
新しい建設技術の開発及び実用化に関する研究等を業務としており、高齢社会に対応したまちづくりに関する調査・
研究を数多く実施している。さらに、平成６年策定の「生活福祉空間づくり大綱」を受けたガイドライン等の検討・
とりまとめや、平成１３年の「道路の移動円滑化整備ガイドライン」の編集・発行、「国土交通政策における福祉環
境整備推進方策に関する調査」の実施など、国土交通政策における福祉環境整備について調査し、とりまとめを行っ
た実績を有しており、日本福祉のまちづくり学会の事務局を務めるなど、他にない専門的知見も有している。
　本業務の実施にあたっては、我が国の福祉分野における実態・課題や、これまで行われてきた政策等についての幅
広い知見を有し、それを活用することが必要不可欠である。
　（財）国土技術研究センターは、この条件を十分満たしているとともに、国と社会が要請する新しい建設技術に関
する研究を総合的かつ効果的に行っている実績がある。
以上のような理由から、本業務を実施するための専門的知見を有する唯一の請負先である、財団法人国土技術研究セ
ンターと随意契約を行うものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続
きを実施

383
（財）日本建設情報総合
センター

建設関連業者登録システムの更新に関
する整備業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月21日 10,500,000

　本業務は、平成１６年度に実施された「建設関連業者登録システム機器更新改良業務」に基づき、改良された建設
関連業者登録システムを本省と地方局（各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局）間において整備を行うもの
である。
　本業務を実施するには、既存のシステムの構成を詳細に熟知している必要がある。また、仮に既存のシステムの開
発者以外の者が本業務を行いシステム稼働後に不具合が発生した場合には、当該不具合の原因が既存のシステム又は
新プログラムのいずれに由来するものか、責任の所在が不明確になるおそれがある。財団法人日本建設情報総合セン
ターは、「建設関連業者登録システムの地方整備局への展開に関するネットワークの整備業務」を請負い、当該シス
テムを開発しただけでなく、「建設関連業者登録システム改良業務」を請負い、当該システムの改良を行っている。
そのため、当該システムの構成を詳細に熟知しており、本業務を的確かつ迅速に実施できる唯一の法人である。
　よって、財団法人日本建設情報総合センターと随意契約を締結するものとする。（会計法第２９条３第４項、予決
令第１０２条の４第３項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続
きを実施

384 （財）国際研修協力機構
外国人研修・技能実習制度に関する建
設業団体の意識調査及び建設関係受入
機関におけるトラブル事例調査業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月21日 3,700,000

　外国人研修・技能実習制度を活用した国際貢献を一層推進することによって、技術　先進国として我が国建設業界
が発展途上国から求められている国際的な役割を適切に果たすためには、関係者が制度を十分に理解し、関係機関の
協力と支援のもとに外国　人研修生の受入れ企業が適正な取り組みを行い＜適正化＞、さらに、適正な受け入れを行
う企業が地域的・職種的に拡大していくこと＜推進＞が必要である。
　　（財）国際研修協力機構は、外国人研修制度・技能実習制度の適性かつ円滑な推進に　寄与すること等を基本と
して１９９１年に唯一設立され、外国人研修・技能実習制度　に関する概要資料と建設関係における受け入れ状況に
ついては、外国人研修・技能実　習制度の中核機関として各種の関係データを保有し、受け入れの実際について総合
的　な支援・指導を行っている団体は他にない。
　以上の理由により、会計法第２９条３第４項及び予決令第１０２条の４第３項の規定に基づき、（財）国際研修協
力機構と随意契約を行うものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
(18年度から直ちに一
般競争入札に移行）

385 （社）国際建設技術協会
途上国建設技術開発促進事業（道路法
面緑化技術）技術運用ガイドライン・
小冊子作成業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月22日 6,951,000

　業務の実施にあたっては、当該技術について十分な知見を有しているのみならず、開発途上国における技術開発の
動向等を踏まえた上で、より効果的な技術移転のあり方等を考慮しながらガイドライン・小冊子を作成することが求
められる。
　(社)国際建設技術協会は、建設関係の技術者、建設コンサルタント等を会員として、海外における建設技術に関す
る調査及び研究を行い、もって海外における国土開発に協力することを事業目的とした公益法人であり、昭和３１年
の設立当初から今日まで、開発途上国への国際協力の推進のほか、我が国の国際化への支援、国際交流の促進に関す
る業務を数多く実施している。
　本法人は、本業務に関連する業務を受託しており、当該技術について熟知しているのみならず、開発途上国におけ
る建設関係の技術開発に係る諸事情及び効果的な技術協力のあり方に精通しており、さらに、本法人は本案件に関し
て相手国政府との間で意向書を交わしていることから、本業務を的確かつ効率的に実施できる唯一の実施機関であ
る。
　以上の理由から、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により、本業務の契約の相手方として、社団
法人国際建設技術協会と随意契約を締結するものである。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

386 （財）建設経済研究所 建設情報収集等管理調査（豪法令）
竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月22日 2,992,500

本業務には、以下の条件が必要不可欠である。
①　豪州における建設業免許、工事・契約・政府調達、税制等に関する法令につき、十分な知識を有すること。
② 豪州政府に対してコンタクト・ポイント等の調査基盤を有すること。
財団法人建設経済研究所は、
　１）1982年に設立された非営利の研究機関である。公共投資、建設産業に関する調査研究を業務の中心としてお
り、国土交通省から海外の建設関連の法制度事情、プロジェクト実施状況の調査を含む数多くの調査を受託請負うな
ど、内外建設行政の法律面、制度面かつ経済面を も熟知している団体であり、有能かつ経験豊富な人材を擁してい
る。国際関係業務においても、各国の建設経済研究機関と定期的な情報交換を行い、また、議論の場としてアジアコ
ンストラクト会議やユーロコンストラクト会議に参加し活動していることから、豪州等とコンタクトポイントを持
ち、情報を入手分析することが可能である。
　２）国土交通省は同研究所に対して、本業務と類似の調査として、2003年度に「経済連携協定等関連建設業基礎調
査」を、2004年度に「建設情報収集等管理調査（インド等法令）」及び「建設情報収集等管理調査（ベトナム等法
令）」を発注しており、各国の基礎的な法令を調査したところであり、同研究所は、これらの業務において参照した
情報、履行の経緯、関係者の事情等の詳細を熟知するところである。
 　したがって、同研究所は、本業務の実施の条件となる上記①及び②を十分に満たし、また、本業務と類似の業務
についての実績を活用することが必要不可欠である。
以上の理由から、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、本業務の唯一の
契約の相手方として、財団法人建設経済研究所と随意契約を締結するものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（19年度から移行）

公募手続
きを実施

387 （財）建設経済研究所
プロジェクト実現化促進事業（アドバ
イザー／イラン・トルコ）

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月22日 3,150,000

本件事業には、以下の条件が必要不可欠である。
①　イラン・トルコにおけるインフラ整備事業の状況に精通していること。
②　適切なアドバイスをイラン・トルコの政府機関等や現地の建設業者などに行い得るため、当該国について必要な
知識・経験、コンタクトポイントを有すること。
③　ＯＤＡ案件の事業主体又は建設工事受注者として活動する我が国建設産業等について、相当の経験及び知見を有
する者であること。
　財団法人建設経済研究所は、
　１）1982年に設立された非営利の研究機関である。公共投資、建設産業に関する調査研究を業務の中心としてお
り、国土交通省から海外の建設関連の法制度事情、プロジェクト実施状況の調査を含む数多くの調査を受託請負うな
ど、内外建設行政の法律面、制度面かつ経済面を も熟知している団体であり、有能かつ経験豊富な人材を擁してい
る。国際関係業務においても、各国の建設経済研究機関と定期的な情報交換を行い、また、議論の場としてアジアコ
ンストラクト会議やユーロコンストラクト会議に参加し活動していることから、中東及びヨーロッパ各国等とコンタ
クトポイントを持ち、情報を入手分析することが可能である。
　２）国土交通省は同研究所に対して、2003年度等に、本業務と類似の「プロジェクト実現化推進事業」を委託し、
1994・1999年度においてエジプトにおいて実施したところであり、同研究所は、これらの業務において参照した情
報、履行の経緯、秘匿すべき情報、関係者の事情等の詳細を熟知するところである。
　したがって、同研究所は、請負先の条件となる上記①から③を十分に満たし、また、本業務と類似の委託で、ま
た、過年度においてエジプトについての実績を有する。
　以上の理由から、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、本業務の唯一
の契約の相手方として、財団法人建設経済研究所と随意契約を締結するものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続
きを実施

388 （社）海外建設協会
プロジェクト形成支援事業（マレーシ
ア）

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月22日 2,940,000

本業務には、以下の条件が必要不可欠である。
①　マレーシア及び周辺国における我が国建設業の優れた技術・ノウハウが活用された施工例、現地の建設業・建設
会社の特質及び現地慣行等の現地情報を、短期間で的確に把握するための調査拠点、調査経験、人材を備えること、
②　効果的な紹介及び説明を行うため、外国語による資料作成や発表を行うノウハウがあり、また、建設分野の説明
会等の実施のノウハウを有すること
　社団法人海外建設協会は、海外展開する我が国建設業４５社を会員とする公益法人であり、1955年の設立以来約５
０年にわたり、我が国建設業の海外展開を推進し、諸外国との親善及び経済連携の強化を目的とした事業を実施して
きている。同協会は、クアラルンプール支部等３カ所の駐在員事務所及び２５カ所の支部を持ち、マレーシア及び周
辺の東南アジア諸国の政府調達など建設関係の情報収集、現地政府・企業との連絡、情報交換を行っている。
　また、同協会の会員企業からは、実施国であるマレーシアに対して50名超を派遣しており、これら会員企業の派遣
人員の協力が得られやすい。
　国土交通省は同協会に対して、本年度及び過年度において「海外建設施行計画事前調査」等の類似の調査業務を発
注しており、本業務はこれと深く関係し、同協会は、これらの業務において参照した情報、履行の経緯、関係者の事
情等の詳細を熟知するところである。
　したがって、同協会は、本業務の実施の条件となる上記①及び②を十分に満たし、また、本業務と類似の業務につ
いての実績を活用することが必要不可欠である。
　以上の理由から、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、本業務の唯一
の契約の相手方として、社団法人海外建設協会と随意契約を締結するものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続
きを実施
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契約担当官等の氏名並びにそ
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389 （社）国際建設技術協会
平成１７年度　途上国建設技術開発促
進事業

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月26日 16,300,000

　本年度は、平成15年度からの継続案件である道路法面緑化技術（ラオス）、平成16年度からの継続案件である簡易
補強材料を用いた耐震補強技術（イラン）及び本年度以降の事業対象建設技術選定に係る業務を実施することを予定
している。
　本業務は、開発途上国に適用可能と考えられる技術を選定し、現地の諸条件の中で当該技術に係る評価等を行おう
とするものであり、受託者には、以下の要件が求められる。
① 　我が国の有する建設技術について広範な情報収集ができ、かつ関係業界に対して中立的立場を維持できるこ
と。
② 　開発途上国における自然・社会条件、建設プロジェクト・技術協力に係わる現状・課題等の諸事情に精通して
いること。
③ 　過年度からの継続案件である道路法面緑化技術、簡易補強材料を用いた耐震補強技術について熟知しているこ
と。
　社団法人国際建設技術協会は、建設関係の技術者、建設コンサルタント等を会員として、海外における建設技術に
関する調査および研究を行い、もって海外における国土開発に協力することを事業目的とし、49年にわたる海外活動
の実績を有する公益法人であり、
① 我が国の有する建設技術について会員企業から広範な情報収集をすることが可能であり、かつ中立的な立場を維
持できること、
② 昭和31年の設立から今日まで、コンサルティング・エンジニアの海外派遣、諸外国の建設技術者等との交流、建
設技術に関する調査及び研究等を行っており、開発途上国における自然・社会条件、建設プロジェクト・技術協力に
係わる現状・課題等の諸事情に精通していること、
③ 過年度からの継続案件（道路法面緑化技術、簡易補強材料を用いた耐震補強技術）を受託しており、両案件を熟
知していること、
④相手国政府との間で意向書を交わしている唯一の機関であること、
から、本業務を的確に実施できる唯一の委託先として、社団法人国際建設技術協会を選定するものである。〔会計法
第２９条の３第４項，予決令第102条の4第3号〕

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

390 （財）建設経済研究所
地方公共団体における入札契約制度実
態調査業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月6日 9,450,000

　本業務の実施にあたっては、地方公共団体の入札契約制度について精通するとともに、建設業全般における総合的
な視点を有し、調査、取りまとめを行う必要がある。
　財団法人建設経済研究所は、「我が国における公共投資及び建設産業に関して理論的かつ実証的な調査研究を行う
こと等により、望ましい国土基盤の形成と建設産業の振興に貢献し、もって国民経済の健全な発達と国民福祉の向上
に寄与すること」を目的として設立された団体であり、「建設産業に関する調査研究」、「建設市場に関する調査研
究」や「入札契約制度等に関する調査研究」等の業務を行うなど、建設業に関する専門知識やノウハウを有し、さら
に、地方公共団体の入札契約制度の専門的な知識を有する研究員を抱えるなど、本業務を的確に遂行できる唯一の請
負先である。
　上記の理由により、本業務について、財団法人建設経済研究所と随意契約を行うものである。（会計法第２９条３
第４項、予決令第１０２条の４第３項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（18年度より企画競
争を実施、その後総
合評価による一般競
争を検討）

391 （社）海外建設協会
インドネシア国アチェ及びニアス島大
規模災害復興に係る調査

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月10日 6,900,000

　本業務は、国土交通省及び我が国関係機関の開発途上国への経済技術協力の実施の可能性について、現地事情に即
した体系的な調査を行い、工事施工時における課題等を整理・検討し、必要な資料作成を行うものである。
　本業務の遂行にあたっては、以下の要件が必要不可欠である。
① 海外における建設工事に関する高度な技術と、海外における建設工事に関する豊富な情報収集能力、知識を有し
ていること。
② 現地事情に精通し、その現地に即した施工方法、及び施工技術に精通していること。
　社団法人海外建設協会は、海外での建設工事の施工に十分な能力及び信用を有する建設業者等を会員とし、海外に
おける建設事業に関する我が国建設業者の協力を推進し、我が国建設業の健全な発展に寄与するとともに、諸外国と
の親善及び経済提携の強化に資することを目的に設立され、これを達成するために設立以来、５０年にわたり、海外
における建設工事に関する情報の収集、提供、技術のあっ旋及び建設事業に関する各種事情の調査、研究等を行って
おり、海外における建設工事に関する高度な技術及び豊富な情報収集能力、知識を有しており、本案件に関する正式
要請が相手国政府より提出されている。
　また、今回対象となる工事施工については、複数の案が考えられ、施工方法等により設計内容が大きく変更となる
ことが予想されるが、同協会は、開発途上国におけるプロジェクト形成調査を数多く実施していること、会員企業が
インドネシアにおいて多数の施工実績があることから、現地の事情と施工技術に特に精通している。
　従って、社団法人海外建設協会は、本業務を遂行する上で必要な能力を有する唯一の法人である。
　以上の理由から、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により、本業務の契約の相手方として社団法
人海外建設協会と随意契約を締結するものである。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
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392 （財）計量計画研究所
防災対策の経済効果に関する調査検討
業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月10日 5,250,000

　本業務は、社会資本整備とりわけ治山治水等の国土保全型社会資本の整備によるストック効果を様々な角度から定
量的に計測しようとするものであり、その遂行に当たっては、治水対策等によってもたらされる直接的な被害軽減効
果、労働生産性等の改善を通じた地域総生産の向上効果、土地利用拡大など資産価値の向上効果など経済、土地利用
等に広く波及される多面的な社会経済効果を、多角的かつ定量的に把握し実証的な分析を行うために、計量経済モデ
ルを構築し展開する能力が必要となる。
　財団法人計量計画研究所は、広く社会経済現象を定量的に把握し、その構造を解明する各種の調査研究を行ってい
る。特に、地価関数その他都市・交通経済に関する計量モデルの作成、シミュレーションによる政策効果の推計等に
おいては、優秀な研究者を擁し、多角的な視点から調査・分析を行っており、数々の実績を残しており、その優秀な
研究能力が実証されているところである。
　本研究を進めるに当たっては、治水対策による土地利用を含めた経済効果を推計する数々の計量経済モデルの開発
を長年にわたって行ってきた同研究所の技術は不可欠なものであり、本調査研究業務を行う上でこのような技術及び
能力を有した業者は同研究所をおいて他にない。
　以上のことから、財団法人計量計画研究所は当該業務を実施し得る唯一の業者であり、会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３により随意契約を行うものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（18年度より企画競
争を実施、その後総
合評価による一般競
争を検討）

393
（社）全国建設機械器具
リース業協会

リース・レンタル建設機械情勢調査集
計・解析業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月10日 5,112,975

　当該業務は、調査項目において各調査企業の経営計画、売り上げ先、原価内訳等の営業戦略に関するものが含まれ
ており、その情報が漏洩すると各調査企業の利益を損なう恐れがあるため適切に行う必要がある。また、本業務を
リース・レンタル業者の体質改善を図るための一つの指標とするためには、リース・レンタル業界の現状や課題及び
今後の見通し等の専門的知識を持って解析を行う必要がある。さらに、経営状況等の把握分析においては、過年度に
実施した業務の履行にあたり参照した情報を詳細に熟知している必要がある。 （社）全国建設機械器具リース業協
会は、リース・レンタル業者を会員とする協会であり、定款上、リース・レンタル業に関する調査、研究及び構造改
善の推進、指導等に関する事業、リース・レンタルに関する適正な流通施策の調査、研究を行うとともに、建設機械
器具の技術開発及びその推進し、もって我が国建設産業の健全な発展に寄与することを目的として設立されており、
これまで、リース・レンタル業の課題や将来ビジョン等をとりまとめた報告書を作成し、それに基づいて、リース・
レンタル業者の経営規模の適正化、経営基盤の強化を図るための指導を行ってきた。また、当協会に流通専門委員会
を設置し、リース・レンタル業界が抱える諸問題について解決に向け議論検討を継続的に行っている。
　本業務の遂行に当たっては、企業の内部情報データを集計・解析を行うことから、高度な中立性、公平性及び機密
性の保持が必要不可欠である。また、リース・レンタル業者が経営規模の適正化、経営基盤の強化のために取り組む
べき方策を検討するための専門的な情報に精通している必要がある。さらに、（社）全国建設機械器具リース業協会
は、過去に同様の業務の受注実績があり、業務の履行にあたり活用した情報に熟知している。このような機関は他に
例が見当たらず、本業務を適切に履行できる機関は上記法人以外にない。したがった、会計法第29条の3第4項、予算
決算及び会計令第102条の4第3号により随意契約を行うものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
(18年度から直ちに一
般競争入札に移行）

394
（社）日本建設機械化協
会

平成１７年度　建設機械燃料分析調査
業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月10日 15,645,000

　（社）日本建設機械化協会施工技術総合研究所は、定款上、建設機械に関する技術開発、機械施工の調査研究およ
び建設機械の研究・改良、建設機械化の推進と普及、評定試験を実施し、国の施策と民間の技術開発のコーディネー
ターとしての役割を果たしつつ、技術開発からその普及まで一貫して推進し、もって国土開発と経済発展に寄与する
ことを目的として設立されている。
当研究所は国土交通省が制定した排出ガス対策型建設機械指定要領に基づく排出ガス対策型エンジンの評定機関であ
り、第三者機関としてエンジンの排出ガスに関わる審査、評価、試験に関する実績を有している。また、建設機械の
燃料に関する研究会の運営を行う等、建設機械の燃料に関する高度かつ豊富な知識や経験を有している。更に建設機
械に関する燃料の調査分析について、機械技術開発に関する調査検討業務（平成１５年度、国土交通省　　関東地方
整備局等）の実績を有している。
本業務の実施にあたっては、建設機械施工における環境改善策として、建設機械の排出ガス対策技術、環境に配慮し
た建設機械の燃料使用についての指針を検討していくうえで必要となる技術的に高度で専門的な情報に精通している
ことが必要不可欠である。当研究所は、本業務において必要とされる条件を満たす唯一の機関であり、本業務を適切
に履行できる機関は本法人以外にない。したがって、{会計法29条の3第4項　予算決算及び会計令第102条の4第3項}
により随意契約を行うものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（18年度より企画競
争を実施、その後総
合評価による一般競
争を検討）
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395 （社）国際建設技術協会
平成１７年度　インフラプロジェクト
整備効果分析調査

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月11日 6,000,000

　　本業務の実施にあたっては、以下の要件が必要不可欠である。
① 現地関係者等に対する調査や必要な統計データ等の収集を行うため、当該国（フィリピン国）の経済・社会情
勢、開発計画や治水計画等に関する豊富な情報収集能力、知識を有していること。
② 今後のＯＤＡ事業評価のあり方への提言をとりまとめるため、我が国のＯＤＡ政策の立案からインフラプロジェ
クトの案件形成、インフラの事後的な整備効果の把握まで、インフラ分野全般にわたる広範な知見を有しているこ
と。
　社団法人国際建設技術協会は、建設技術者、建設技術関係者又は建設コンサルティング、測量及び地質調査の事業
を営む法人等を会員として、海外における国土開発に対し協力をすることを目的に設立され、これを達成するため
に、設立以来４８年にわたり、コンサルティング・エンジニアの海外派遣、諸外国の建設技術者等との交流、建設技
術に関する調査及び研究等を行っている。
①　同協会はフィリピン国において「カビテ州低地地域における治水対策マスタープラン策定計画プロジェクト」等
の業務実積があり、当該国（フィリピン国）の経済・社会情勢、開発計画や治水計画等に関する豊富な情報収集能
力、知識を有していると判断できる。さらに、海外で活動する会員企業や、交流してきた技術者等からの情報提供も
期待できる。
② 同協会は建設分野の援助方針策定調査、開発途上国の自然条件や社会条件にあった建設分野の技術基準や技術移
転指針作成、プロジェクト整備効果分析調査等のＯＤＡ政策立案から個別プロジェクトの案件形成、インフラの事後
的な整備効果の把握まで、幅広い業務を数多く実施しており、我が国のインフラ分野全般にわたる広範な知見を有し
ている。
　従って社団法人国際建設技術協会は本業務を的確に実施できる唯一の機関である。
　以上の理由から、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により、本業務の契約の相手方として社団法
人国際建設技術協会と随意契約を締結するものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（18年度より企画競
争を実施、その後総
合評価による一般競
争を検討）

396 （社）国際建設技術協会
平成１７年度国際幹線道路計画網計画
関連調査

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月13日 9,030,000

本業務の実施にあたっては、以下の要件が必要不可欠である。
① インフラ全般に関する高度な技術と国内外におけるインフラ全般に関する豊富な情報収集能力、知識を有してい
ること。
② アジアハイウェイプロジェクト関連国の開発計画、他ドナーの動向、我が国の援助政策などの国内外における開
発動向に関する豊富な情報収集能力、知識を有していること。
　社団法人国際建設技術協会は、建設技術者、建設技術関係者又は建設コンサルティング、測量及び地質調査の事業
を営む法人等を会員として、海外における国土開発に対し協力をすることを目的に設立され、これを達成するため
に、設立以来４９年にわたり、コンサルティング・エンジニアの海外派遣、諸外国の建設技術者等との交流、建設技
術に関する調査及び研究等を行っており、インフラ全般に関する高度な技術と、国内外におけるインフラ全般に関す
る豊富な知識を有している。さらに海外で活動する会員企業や、交流してきた技術者等から情報提供が期待できるこ
とから豊富な情報収集能力を有している。
　また、同協会は国土交通省、国際協力機構等から委託をうけ、過年度にアジアハイウェイ関連調査やプロジェクト
形成調査の実績がある他、開発途上国の自然条件や社会条件にあった建設基準や技術移転指針の作成等の業務を数多
く実施しているとともに、同協会はアジアハイウェイの普及と整備促進を設立目的の一つとする国際連合アジア太平
洋経済社会（UNESCAP）と当該分野に関する協力協定を結んでいる唯一の機関であることから、アジアハイウェイプ
ロジェクト関連国の開発計画、他ドナーの動向、我が国の援助政策に関する豊富な情報収集能力、知識を有してい
る。
　このことから、社団法人国際建設技術協会は、本業務を遂行する上で必要な能力を有する唯一の法人である。
　以上の理由から、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により、本業務の契約の相手方として社団法
人国際建設技術協会と随意契約を締結するものである。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

397 （財）建設経済研究所
建設情報収集等管理調査（ラオス等法
令）

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月13日 6,090,000

　したがって本業務には、以下の条件が必要不可欠である。
①　ラオス、ミャンマー、ブルネイ及びカンボジアにおける建設業免許、工事・契約・政府調達、税制等に関する法
令につき、十分な知識を有すること。
② ラオス、ミャンマー、ブルネイ及びカンボジア政府に対してコンタクト・ポイント等の調査基盤を有すること。
　財団法人建設経済研究所は、
　１）1982年に設立された非営利の研究機関である。公共投資、建設産業に関する調査研究を業務の中心としてお
り、国土交通省から海外の建設関連の法制度事情、プロジェクト実施状況の調査を含む数多くの調査を受託請負うな
ど、内外建設行政の法律面、制度面かつ経済面を も熟知している団体は他にはなく、また、有能かつ経験豊富な人
材を擁している。国際関係業務においても、各国の建設経済研究機関と定期的な情報交換を行い、また、議論の場と
してアジアコンストラクト会議やユーロコンストラクト会議に参加し活動していることから、ラオス、ミャンマー、
ブルネイ及びカンボジア等とコンタクトポイントを持ち、情報を入手分析することが可能である。
　２）国土交通省は同研究所に対して、本業務と類似の調査として、2003年度に「経済連携協定等関連建設業基礎調
査」を、2004年度に「建設情報収集等管理調査（インド等法令）」及び「建設情報収集等管理調査（ベトナム等法
令）」を発注しており、各国の基礎的な法令を調査したところであり、同研究所は、これらの業務において参照した
情報、履行の経緯、関係者の事情等の詳細を熟知するところである。
 　したがって、同研究所は、本業務の実施の条件となる上記①及び②を十分に満たし、また、本業務と類似の業務
についての実績を活用することが必要不可欠である。
　以上の理由から、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、本業務の唯一
の契約の相手方として、財団法人建設経済研究所と随意契約を締結するものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（19年度から移行）

公募手続
きを実施
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398 （社）国際建設技術協会
平成１７年度国際インフラ整備支援調
査

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月13日 6,414,000

　本業務の遂行にあたっては、以下の要件が必要不可欠である。
① インフラ全般に関する高度な技術と国内外におけるインフラ全般に関する豊富な情報収集能力、知識を有してい
ること。
② アジアハイウェイプロジェクト関連国及びメコン地域各国の開発計画、他ドナーの動向、我が国の援助政策など
の国内外における開発動向に関する豊富な情報収集能力、知識を有していること。
③ 「アジアハイウェイ道路網に関する政府間協定」の事務局である国連アジア太平洋経済社会委員会（ＥＳＣＡ
Ｐ）事務局と密に情報交換が可能であること。
　社団法人国際建設技術協会は、建設技術者、建設技術関係者又は建設コンサルティング、測量及び地質調査の事業
を営む法人等を会員として、海外における国土開発に対し協力することを目的に設立され、これを達成するために、
設立以来４９年にわたり、コンサルティング・エンジニアの海外派遣、諸外国の建設技術者等との交流、建設技術に
関する調査及び研究等を行っており、インフラ全般に関する高度な技術と、国内外におけるインフラ全般に関する豊
富な知識を有している。さらに海外で活動する会員企業や、交流してきた技術者等から情報提供が期待できることか
ら豊富な情報収集能力を有している。
　また、同協会は国土交通省、国際協力機構等から委託を受け、過年度にアジアハイウェイ関連調査やメコン地域各
国においてプロジェクト形成調査の実績がある他、開発途上国の自然条件や社会条件にあった建設基準や技術移転指
針の作成等の業務を数多く実施しており、アジアハイウェイプロジェクト関連国及びメコン地域各国の開発計画、他
ドナーの動向、我が国の援助政策に関する豊富な知識を有している。　さらに同協会は、アジアハイウェイの普及と
整備促進を設立目的の一つとする国際連合アジア太平洋経済社会（UNESCAP）と当該分野に関する協力協定を結んで
いる唯一の機関である。
　以上の理由から、本業務を的確に実施できる唯一の委託先として、社団法人国際建設技術協会を選定するものであ
る。　　　　　　　〔会計法第２９条の３第４項，予決令第102条の4第3号〕

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

399 （社）国際建設技術協会 平成１７年度ロシア技術協力検討調査
竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月17日 6,054,000

　　業務の実施にあたっては、諸外国との道路技術関係者との交流及び道路事業に係る技術協力に関する経験が豊富
であることが必要であること、さらに、海外の道路整備に関する豊富な情報収集能力、知識を有していることが必要
である。
　社団法人国際建設技術協会は、建設技術者又は建設コンサルティング、測量及び地質調査の事業を営む法人等を会
員として、海外における国土開発に対し協力をすることを目的に設立され、これを達成するために、設立以来４９年
にわたり、コンサルティング・エンジニアの海外派遣、諸外国の建設技術者等との交流、建設技術に関する調査及び
研究等を行っており、諸外国との道路技術関係者との交流及び道路事業に係る技術協力に関する経験が豊富であると
ともに、本案件に関する正式要請が相手国政府より提出されている。
　さらに、同協会は国土交通省から委託を受け、平成１６年度にロシアのモスクワ周辺の道路整備事情調査の実績が
ある他、海外で活動する会員企業や、交流してきた技術者等から情報提供が期待できることから、海外の道路整備に
関する豊富な情報収集能力、知識を有している。
　以上のことから、本業務を的確に実施できる唯一の委託先として社団法人国際建設技術協会を委託先として選定す
るものである。〔会計法第２９条の３第４項，予決令第102条の4第3号〕

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

400 （社）国際建設技術協会
平成１７年度　防災分野における国際
技術協力に関する調査業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月18日 5,985,000

業務の実施にあたっては、
（１）国際的な防災分野における建設技術について、専門的かつ広範囲な知見並びに経験を有する
（２）我が国のＯＤＡ技術協力の状況について熟知し、海外の防災分野に関する各国の現状や技術能力などの諸事情
に精通している
ことが必要である。
　社団法人国際建設技術協会は、建設技術者、建設技術関係者又は建設コンサルティング、測量及び地質調査の事業
を営む法人等を会員として、海外における国土開発に対し協力をすることを目的に設立され、これを達成するため
に、設立以来長年にわたり、コンサルティング・エンジニアの海外派遣、諸外国の建設技術者等との交流、建設技術
に関する調査及び研究等を行っており、建設技術について専門的かつ広範囲な知見並びに経験を有しているととも
に、本案件に関する正式要請が相手国政府より提出されている。
　また、本法人は、ベトナム国「クァンガイ省緊急洪水復旧・防御事業」等の開発途上国における防災インフラに関
する調査や、開発途上国を対象とする土砂災害警戒避難体制整備指針の検討、IFNet等の世界規模で防災に関する情
報を収集・交換する仕組みの運営など、海外の防災分野における我が国の技術協力の状況、あるいは当分野に関する
現地の状況や技術能力などの諸事情に精通している。従って、社団法人国際建設技術協会は本業務を的確に実施出来
る唯一の機関である。
　以上の理由から、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、社団法人国際建設技術協会
と随意契約を行うものである。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

401 （財）日本緑化センター
社会資本整備における自然環境の保
全・再生・創造に関する調査検討業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月20日 23,100,000

　本調査の委託先については、次の条件を具備することが必要である。
① ミティゲーションバンキング制度について、諸外国におけるその成立過程や制度内容、事例等について熟知して
いること。
② 自然環境の特性の把握として、地域レベル、個々の緑地レベルの把握手法や調査について広範な技術を有するこ
と。
③ 生物多様性に資する緑地計画等を検討するための、地域のポテンシャルや生物の生態に対応した計画技術を有す
ること。
④ 地域の計画や施策、事業との調和を図りながら、代償地の確保検討を行っていくための、制度や施策を把握して
いること。
⑤ 適な管理計画、管理マニュアルを策定するために、公園緑地事業に精通し、管理手法に関する広範な技術を有
すること。
　以上の点を勘案すると、財団法人日本緑化センターは、これまで国土交通省、国営公園、都市再生機構、地方公共
団体等から、緑被把握関連調査、自然資源関連調査、環境管理関連調査を多く受託しており、本調査を遂行するため
に必要不可欠な技術の集積が認められ、また、ミティゲーションバンキング制度検討、緑地保全・緑化に係る制度や
施策の検討実態把握に関わる調査研究実施機関として、豊富な調査実績、知見を有している唯一の法人である。よっ
て、本業務については、会計法第２９条の３第４項、予決令第102条の４第3号に基づき、(財)日本緑化センターと随
意契約を行うものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（18年度より企画競
争を実施、その後総
合評価による一般競
争を検討）

402
（財）国土技術研究セン
ター

解体工事に係る公衆災害防止対策に関
する調査検討業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月20日 6,090,000

　本業務を実施するに当たっては、建設産業界及び建設行政に精通するとともに、特に解体工事に関する知識、情報
の収集・分析方法等に関するノウハウを有していることが必要である。このような知識等がなければ、本業務の目的
とする調査及び検討の適切な履行は不可能である。
　（財）国土技術研究センターは、昭和４８年の設立以来、国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を
総合的、かつ、効果的に行うとともに、新しい建設技術の活用と普及を行っており、本業務における解体工事の事故
事例の情報収集及びその情報をもとにした分析、整理方法等の業務を実施するのに必要な基礎的検討方法を熟知して
いる。
　また、平成５年に策定された建設工事公衆災害防止対策要綱の編集を行うなど、公衆災害及び解体工事について精
通している。
　このように、解体工事における公衆災害防止対策に精通しているのは、当センターをおいて他にはない。
したがって、本業務について、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、（財）国土技
術研究センターと随意契約を行うものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続
きを実施

403 （財）土地総合研究所
地域再生に資する既存オフィスビルの
有効活用のための不動産業務調査

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月20日 3,900,000

　本業務は、地域再生の積極的展開に向け､国､地方自治体､民間事業者等が協力しつつ地方都市の既存オフィスビル
の有効活用を図るための方策について所要の調査､検討を行うものである。
　（財）土地総合研究所は、土地に係る諸問題、不動産市場、不動産業等に関する調査研究を行うこと等により、土
地政策の推進、不動産業の振興及び不動産に係る事業の健全な発展に寄与することを目的に設立された財団法人であ
る。
　今回の業務を行うにあたり、東京圏等大都市部のみならず、地方都市等における不動産市場についても実態を調査
し、市場における 新事例・成功事例の整理・収集・分析を行うための高度な知見をもって対応できる団体は上記法
人の他には存在しない。
　また、（財）土地総合研究所は、「オフィスビルの賃料、マンションの在庫率等地価動向関連指標の調査」、「不
動産業に係る景況の調査」、「不動産業に係る経済・金融に関する調査」、「不動産業のビジョンに関する調査研
究」、「賃貸住宅媒介業、賃貸住宅管理業等に関する調査研究」、「不動産の小口化、証券化及び共同事業方式につ
いての調査研究」などの調査研究により、不動産業・不動産市場に関する知見を有しているだけでなく、「土地投資
動向調査」、「短期地価動向調査」などの調査により土地等の動向に関する統計調査も多数行い、本調査に必要なノ
ウハウ、知見について十分蓄積している。
　以上のように、（財）土地総合研究所は、不動産市場の実態に精通している唯一の団体であるため、当該法人と随
意契約を行うものである。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（18年度より企画競
争を実施、その後総
合評価による一般競
争を検討）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
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在地
契約を締結した日

契約金額
（円）
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404 （財）土地総合研究所
不動産業におけるグリーン経営促進に
関する検討調査

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月20日 7,000,000

　本業務は、中小事業者も含めた不動産業者が環境保全活動を容易にかつ自主的に進めていくためのグリーン経営マ
ニュアル等の作成に資するため、業界における実態調査を実施することにより、課題・問題点等の整理・検討を行
い、不動産業における環境対策の積極的推進を図るものである。
　（財）土地総合研究所は、土地に係る諸問題、不動産市場、不動産業等に関する調査研究を行うこと等により、土
地政策の推進、不動産業の振興及び不動産に係る事業の健全な発展に寄与することを目的に設立された財団法人であ
る。
　今回の業務を行うにあたり、不動産業界における環境保全活動の推進方策の検討の前提として、業界の実態を熟知
したうえで、環境対策を分析し、考察を深めるだけの高度な知見をもって対応できる団体は上記法人の他には存在し
ない。また、（財）土地総合研究所は、「不動産業のビジョンに関する調査研究」、「賃貸住宅媒介業、賃貸住宅管
理業等に関する調査研究」、「不動産の小口化、証券化及び共同事業方式についての調査研究」、「オフィスビルの
賃料、マンションの在庫率等地価動向関連指標の調査」、「不動産業に係る景況の調査」、「不動産業に係る経済・
金融に関する調査」などの調査研究により、不動産業に関する知見を有しているだけでなく、「土壌汚染対策総合セ
ミナー」の開催や「土地取引と土壌汚染問題への対応」の編集等により環境問題に関する業務も行っており、本調査
に必要なノウハウ、知見について十分蓄積している。
　以上のように、（財）土地総合研究所は、不動産業の実態及び土壌汚染対策等の環境問題に精通している唯一の団
体であるため、当該法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（18年度より企画競
争を実施、その後総
合評価による一般競
争を検討）

405 （社）国際建設技術協会
スーダン国全国幹線道路改良計画等に
係る調査

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月23日 19,110,000

　業務の実施にあたっては、国土交通省及び我が国関係機関の開発途上国への経済技術協力の実施の可能性につい
て、現地事情に即した体系的な調査を行い、必要な資料作成を行うものである。
　本業務の遂行にあたっては、以下の要件が必要不可欠である。
① 海外の建設プロジェクト、技術協力に係わる制度、慣行等の諸事情に精通しているとともに、我が国の経済協力
のあり方を熟知していること。
②　相手国（スーダン、ペルー、パキスタン）の開発計画、他ドナーの動向など開発動向に関する豊富な情報収集能
力、知識を有していること。
　社団法人国際建設技術協会は、建設技術者、建設技術関係者又は建設コンサルティング、測量及び地質調査の事業
を営む法人等を会員として、海外における国土開発に対し協力をすることを目的に設立され、これを達成するため
に、設立以来４９年にわたり、コンサルティング・エンジニアの海外派遣、諸外国の建設技術者等との交流、建設技
術に関する調査及び研究等を行っており、海外の建設プロジェクトに係わる制度、慣行等の諸事情に精通していると
ともに、本案件に関する正式要請が相手国政府より提出されている。
さらに、海外で活動する会員企業や、交流してきた技術者等から情報提供が期待できることから豊富な情報収集能力
を有している。
　また、同協会は国土交通省、国際協力機構等から委託を受け、過年度にスーダン、ペルー、パキスタンにおいてプ
ロジェクト形成調査の実績がある他、開発途上国の援助方針策定調査や相手国の自然条件や社会条件にあった建設基
準や技術移転指針作成等の業務を数多く実施しており、相手国の開発計画、他ドナーの動向など開発動向に関する豊
富な知識を有しており、また我が国の経済協力のあり方を熟知している。
　従って、社団法人国際建設技術協会は、本業務を遂行する上で必要な能力を有する唯一の法人である。
　以上の理由から、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により、本業務の契約の相手方として社団法
人国際建設技術協会と随意契約を締結するものである。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

406 （社）国際建設技術協会
アジア太平洋地域等インフラデータ
ベース更新等業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月23日 6,006,000

　業務の遂行にあたっては、以下の要件が必要不可欠である。
① 「アジア太平洋地域インフラ担当大臣会合」メンバー国・地域のインフラ分野の現状及び現在の開発動向に関す
る十分な情報収集能力を有していること。
② 我が国のインフラ分野のＯＤＡの状況について熟知し、海外のインフラ分野の技術動向事情について精通してい
ること。
③ アジア太平洋地域等インフラデータベースのシステムを熟知していること。
　社団法人国際建設技術協会は、建設関係の技術者、建設コンサルタント等を会員として、海外における建設技術に
関する調査及び研究を行い、もって海外における国土開発に協力することを事業目的とした公益法人であり、海外で
活動する会員企業や、交流してきた技術者等からの情報収集が期待できることから、「アジア太平洋地域インフラ担
当大臣会合」メンバー国・地域のインフラ分野の現状等に関する十分な情報収集能力を有している。
また、我が国のインフラ分野のＯＤＡに関して、案件の事前調査、実施済の完了案件についての評価等の業務を数多
く実施していることから、我が国のインフラ分野のODAの状況について熟知している。
さらに、本法人は、海外における建設技術に関する調査及び研究を行い、建設技術に関する調査及び研究等を行って
いることから、海外のインフラ分野の技術動向事情について精通している。
あわせて、本法人は、過去にインフラデータベース関連業務を適切に実施した実績を有していることから、システム
を熟知している。
従って、本業務を的確に実施するためには社団法人国際建設技術協会をおいて他にない。
　以上の理由から、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により、本事業の契約の相手方として、社団
法人国際建設技術協会と随意契約を締結するものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（19年度から移行）

公募手続
きを実施



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

407 （社）国際建設技術協会
平成１７年度建設分野における国際協
力推進基礎調査

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月23日 2,782,500

業務の遂行にあたっては、以下の要件が必要不可欠である。
① 日本の政府開発援助（ＯＤＡ）の状況や各国インフラ事情に精通し、専門かつ広範な知識並びに経験を有してい
ること。
② 海外における建設分野の豊富な情報収集能力を有していること。
　社団法人国際建設技術協会は、建設技術者、建設技術関係者又は建設コンサルティング、測量及び地質調査の事業
を営む法人等を会員として、海外における国土開発に対し協力をすることを目的に設置され、これを達成するため
に、設立以来４９年にわたり、コンサルティング・エンジニアの海外派遣、諸外国の建設技術者等との交流、建設技
術に関する調査及び研究等を実施している。
　同協会は建設分野の援助方針策定調査、開発途上国の自然条件や社会条件にあった建設分
野の技術基準や技術移転指針作成等のＯＤＡ政策立案から、個別インフラプロジェクトの案件形成及び実施等に関す
る業務を数多く実施しており、日本の政府開発援助（ＯＤＡ）の状況や各国インフラ事情に精通し、専門かつ広範な
知識並びに経験を有している。
　また、海外で活動する会員企業や、交流してきた技術者等から情報提供が期待できることから、豊富な情報収集能
力を有している。よって、本業務を遂行する上で必要な能力を有する唯一の法人である。
　以上の理由から、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、本業務の契約の相手方とし
て、社団法人国際建設技術協会と随意契約を締結するものである。

見直す余地が
あるもの

18年度以降におい
て、当該事務事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

408 （社）国際建設技術協会
技術専門家支援ライブラリー更新等業
務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月23日 7,245,000

業務の遂行に当たっては、以下の要件が必要不可欠である。
　①各国のインフラ事情に精通し、専門かつ広範な知識並びに経験を有し、また、豊富な　　情報収集能力を有して
いること。
　②政府開発援助（ＯＤＡ）の状況について熟知していること。
　③技術専門家支援ライブラリーのシステムを熟知していること。
　社団法人国際建設技術協会は、建設技術者、建設技術関係者又は建設コンサルティング、測量及び地質調査の事業
を営む法人等を会員として、海外における国土開発に対し協力をすることを目的に設立され、これを達成するため
に、設立以来４９年にわたり、コンサルティング・エンジニアの海外派遣、諸外国の建設技術者等との交流、建設技
術に関する調査及び研究等を行っている。同協会は建設分野の援助方針策定調査、開発途上国の自然条件や社会条件
にあった建設分野の技術基準や技術移転指針作成等のＯＤＡ政策立案から、個別インフラプロジェクトの案件形成及
び実施等に関する業務を数多く実施しておりインフラ事情に精通し、専門かつ広範な知識並びに経験を有している。
また、海外で活動する会員企業や、交流してきた技術者等から情報提供が期待できることから、豊富な情報収集能力
を有している。さらに同協会は技術専門家支援ライブラリーを開発した者であり｢技術専門家支援ライブラリー整備
業務｣等を適切に実施した実績を有し、技術専門家支援ライブラリーのシステムを熟知している。
　以上の理由から、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により、本事業の契約の相手方として、社団
法人国際建設技術協会と随意契約を締結するものである。

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（19年度より企画競
争を実施、その後総
合評価による一般競
争を検討）

409 （社）国際建設技術協会
平成１７年度エチオピア国援助方針策
定調査

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月23日 3,908,000

　作成にあたっては、現地調査、相手国政府関係者等との意見交換等を実施し、インフラ分野の現状と課題を把握す
るとともに、我が国も含めた各ドナーの援助実績、相手国の開発計画、他ドナーの動向、我が国の援助政策等を勘案
した上で、我が国として向こう５年間程度を目途に援助すべき対象の絞り込みを行うものとする。
　本業務の遂行にあたっては、以下の要件が必要不可欠である。
①インフラ全般に関する高度な技術と、国内外におけるインフラ全般に関する豊富な情報収集能力、知識を有してい
ること。
②エチオピア連邦民主共和国の開発計画、他ドナーの動向、我が国の援助政策など国内外における開発動向に関する
豊富な情報収集能力、知識を有していること。
③我が国の援助の基本計画を作成するものであることから、行政的視野からの広範な知見を有していること。また援
助すべき対象を絞り込むにあたり、中立性、公平性を有していること。
　社団法人国際建設技術協会は、建設技術者、建設技術関係者又は建設コンサルティング、測量及び地質調査の事業
を営む法人等を会員として、海外における国土開発に対し協力をすることを目的に設立され、これを達成するため
に、設立以来４９年にわたり、コンサルティング・エンジニアの海外派遣、諸外国の建設技術者等との交流、建設技
術に関する調査及び研究等を行っており、インフラ全般に関する高度な技術と、国内外におけるインフラ全般に関す
る豊富な知識を有していると判断されるとともに、本案件に関する正式要請が相手国政府より提出されている。さら
に、海外で活動する会員企業や、交流してきた技術者等から情報提供が期待できることから豊富な情報収集能力を有
している。
　また同協会は国土交通省、国際協力機構等から委託を受け、過年度にカザフスタン共和国、エジプト・アラブ共和
国等において援助方針策定調査、エチオピア連邦民主共和国においてプロジェクト形成調査として「緊急道路橋梁改
修計画」の実績がある他、開発途上国の自然条件や社会条件にあった建設基準や技術移転指針作成等の業務を数多く
実施しており、エチオピア連邦民主共和国の開発計画、他ドナーの動向、我が国の援助政策に関する豊富な知識、行
政的視野からの広範な知見を有している。これらの実績等は今回の調査において必要不可欠である。
　以上のことから、本業務を的確に実施できる唯一の公益法人として、社団法人国際建設技術協会を委託先として選
定するものである。〔会計法第２９条の３第４項，予決令第102条の4第3号〕

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)
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410
（社）日本建設業団体連
合会

建築物の解体工事等におけるアスベス
トの取扱に関する資料作成業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月24日 9,450,000

　社団法人日本建設業団体連合会は、資本金１０億円以上、年間完工高３００億円以上の全国的に総合建設業を営む
法人や、全　国的に総合建設業を営む者からなる建設業者団体等により構成されており、我が国の代表的な建設業者
団体である。
　また、同法人の活動として、建設産業の諸問題等についての調査研究、統計の作成、資料の収集を図るほか、資料
の頒布、講演会及び説明会の開催などを行っている。特に、アスベスト関係法令の周知徹底のため、自ら作成した行
動計画に基づき、石綿使用建築物等解体等業務特別教育の講師の養成や施工管理者等を対象とした説明会を全国９ヶ
所で開催するなど、建築物の解体工事等におけるアスベスト対策に積極的に取り組んでいる。
　また、建設業におけるアスベスト対策として、同法人内に総合企画委員会生産システム専門部会のもと石綿ワーキ
ンググループを設置し、継続的に取り組んでおり、現状の課題に対する情報及び資料を多く有していることから、本
業務に関して適格に成果をあげることが出来る唯一の団体である。
　以上のことから、同法人は本業務を行うのに必要な知識と経験を有するため、社団法人日本建設業団体連合会と随
意契約を行うものである。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの
（18年度より企画競
争を実施、その後総
合評価による一般競
争を検討）

411
（財）東日本不動産流通
機構

消費者へ提供される不動産取引情報の
拡充に係るシステム開発業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月24日 13,125,000

  本業務は、消費者に不動産取引情報を提供するためのシステムの開発を行うものである。本システムの開発に当
たっては、宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した指定流通機構（以下「レインズ」という。）の保有す
る不動産取引の成約価格に関する情報を利用することを前提としており、レインズのシステムと一体的に整備を行う
必要がある。本開発は、レインズのシステムを稼働させながら行うこととなるため、レインズ以外では作業を行うこ
とができない。また、レインズのシステムについては、レインズが著作権を有しており、レインズ以外では修正を行
うことができない。
　レインズは全国４箇所（東日本、中部圏、近畿圏、西日本）に存在し、それぞれがシステムを所有しているが、全
国のアクセス量の半分以上は東日本レインズに集中しており、本システムを付加することに耐えうるシステムを完備
しているのは東日本レインズのみである。
  レインズの保有する成約情報は、個人情報である“個人の財産に関する情報”であり、その取扱いには特に注意を
要する。本業務の契約を一般競争入札で行う場合、レインズのシステムに係る情報を仕様書の明示により不特定多数
の業者に知らせることとなり、レインズのシステムの安全かつ円滑な管理運営に支障が生じたり、個人情報の漏えい
を引き起こす危険性が高まる。
  以上の理由により、（財）東日本不動産流通機構と随意契約を行うものである。  （会計法第２９条３第４項、予
決令第１０２条の４第３項）

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

412 （社）国際建設技術協会 トルコ国橋梁耐震補強計画に係る調査
竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月30日 7,192,500

業務の実施にあたっては、国土交通省及び我が国関係機関の開発途上国への経済技術協力の実施の可能性について、
現地事情に即した体系的な調査を行い、必要な資料作成を行うものである。
　本業務の遂行にあたっては、以下の要件が必要不可欠である。
① 海外の建設プロジェクト、技術協力に係わる制度、慣行等の諸事情に精通しているとともに、我が国の経済協力
のあり方を熟知していること。
②　相手国（トルコ）の開発計画、他ドナーの動向など開発動向に関する豊富な情報収集能力、知識を有しているこ
と。
　社団法人国際建設技術協会は、建設技術者、建設技術関係者又は建設コンサルティング、測量及び地質調査の事業
を営む法人等を会員として、海外における国土開発に対し協力をすることを目的に設立され、これを達成するため
に、設立以来４９年にわたり、コンサルティング・エンジニアの海外派遣、諸外国の建設技術者等との交流、建設技
術に関する調査及び研究等を行っており、海外の建設プロジェクトに係わる制度、慣行等の諸事情に精通されるとと
もに、本案件に関する正式要請が相手国政府より提出されている。さらに、海外で活動する会員企業や、交流してき
た技術者等から情報提供が期待できることから豊富な情報収集能力を有している。
　また、同協会は国土交通省、国際協力機構等から委託を受け、過年度にトルコにおいてプロジェクト形成調査の実
績がある他、援助方針策定調査、開発途上国の自然条件や社会条件にあった建設基準や技術移転指針作成等の業務を
数多く実施しており、相手国の開発計画、他ドナーの動向など、開発動向に関する豊富な知識を有しており、また、
我が国の経済協力のあり方を熟知している。
　従って、社団法人国際建設技術協会は、本業務を遂行する上で必要な能力を有する唯一の法人である。
　以上の理由から、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により、本業務の契約の相手方として社団法
人国際建設技術協会と随意契約を締結するものである。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

413
（財）日本建設情報総合
センター

建設関連業者登録システム機能改良業
務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年2月17日 75,006,750

　本業務は、破産法の施行に伴う建設コンサルタント登録規程等の改正を踏まえた機能修正、および、集計処理機
能・統計処理機能の改善を施したソフトウェアの開発等を行うとともにインストールを実施するものである。
　本業務を実施するには、既存のシステムの構成を詳細に熟知している必要がある。また、仮に既存のシステムの開
発者以外の者が本業務を行いシステム稼働後に不具合が発生した場合には、当該不具合の原因が既存のシステム又は
新プログラムのいずれに由来するものか、責任の所在が不明確になるおそれがある。財団法人日本建設情報総合セン
ターは、当該システムを開発し、当該システムの構成を詳細に熟知していることから、本業務を的確かつ迅速に実施
できる唯一の法人である。
　よって、財団法人日本建設情報総合センターと随意契約を締結するものとする。（会計法第２９条の３第４項、特
例政令第１３条第１項第２号）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続
きを実施
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414
（社）中国地方総合研究
センター

瀬戸内海沿岸域総合的管理支援データ
ベースの在り方調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成18年1月20日 2,352,000

本業務は、瀬戸内海に関しこれまで様々な主体が行ってきた調査、研究、報告について、その成果の所在と概要を捕
捉し、必要な情報の検索機能を確立するために昨年度構築した「瀬戸内海沿岸域データベース（以下「データベー
ス」という。）」の普及を図るとともにデータベースをより使いやすいものとするための情報収集等を行うものであ
り、本業務の実施に当たっては、データベース構築の趣旨、内容及び利用者並びに瀬戸内海地域に関する幅広い知識
等を有する必要がある。
  社団法人中国地方総合研究センターは、本業務の対象であるデータベースを昨年度業務受託者として構築してお
り、その際の経験は、データベース改良に向けた情報把握やデータベースに追加登録可能な情報の収集並びにデータ
ベースへの追加情報登録等を行う本業務の遂行に当たって欠かすことができない。
　また、当該法人は、中国地方を中心とした企業、県・市町村、個人などを会員とする当省所管の公益法人であり、
行政や産業界からの委託を受け、中国地方全体から県や市町村などさまざまな範囲や分野で、独立したシンクタンク
としての客観的な立場からの受託調査や、他のシンクタンク、大学等との共同研究、助成研究などを通じて、社会経
済・地域政策に関する自主研究を行っており、専門図書館協議会の中国地区資料センターとして、国立国会図書館の
協力の下、国や県・市町村、各種団体等が刊行している統計資料、白書、定期刊行物、地域・経済に関する振興計画
等を長年にわたり幅広く収集・整備し、会員等に対して閲覧等に応じており、資料の共同利用と資料に関する情報交
換・相互研鑽を目的とする、専門図書館協議会中国地区協議会の事務局を担当しているなど、瀬戸内海地域に関する
幅広い知識等を有している。
　上記を踏まえ、社団法人中国地方総合研究センターは本業務を円滑に遂行できる唯一の法人であり、同者と随意契
約することとする。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

18年度以降において
当該事務の委託等を

行わないもの

415
（財）日本デジタル道路
地図協会

平成１７年度全国デジタル道路地図
データベースの借入（一式）

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年6月1日 2,835,000

本契約は、国土計画等の策定支援のため整備、活用している国土数値情報のうち、平成１７年度における全国デジタ
ル道路地図データベースの利用権利を購入し、「新国土数値情報利用・管理システム（NewISLAND）」等に登録、活
用するためのものである。
国土数値情報において、道路データは国土の骨格的な情報として重要であるため、国土計画策定業務に十分な情報が
含まれていると同時に、そのデータの精度や鮮度の面で高い信頼性を兼ね備えられていなければならない。
財団法人日本デジタル道路地図協会は、道路に関する数値情報化作業や、その標準化を推進することで、国民生活の
高度化及び経済の活性化に資することを目的として設立された団体である。主な業務として、全国の道路ネットワー
ク、道路関連施設等の情報を整備した「全国デジタル道路地図データベース」を作成、毎年更新を行っている。
同財団法人の提供する全国デジタル道路地図データベースは、全国の道路管理者の情報により毎年、データのメンテ
ナンスが行われ、全国均一の信頼の出来る唯一の道路データである。国土計画局においても、平成７年度より継続的
に購入・利用しており、そのデータは高い信頼を得ている。
事実、道路管理者及び民間企業を含む多くの賛助会員によって多くの分野で応用活用されており、VICS（道路交通情
報システム）、交通事故分析支援システム、運行管理・物流管理システム等、行政、民間の幅広い分野で活用されて
いるほか、民間の各種地図、カーナビゲーションシステム用地図の元データとして活用されている。
このように、全国デジタル道路地図データベースは、毎年度更新され、かつ国土計画業務に活用可能で信頼性の高い
唯一の道路情報データベースであり、平成１７年度において同データベースを「新国土数値情報利用・管理システム
（NewISLAND）」等に登録し、国土計画局で利用するためには、その著作権を有している財団法人日本デジタル道路
地図協会以外ない。よって、財団法人日本デジタル道路地図協会と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４
項）

その他のもの －

416 （財）土地情報センター

国土数値情報５地域データ（都市地域
データ、農業地域データ、森林地域
データ、自然公園地域データ及び自然
保全地域データ）更新のための調査
（一式）

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年12月13日 15,057,000

本業務の遂行に当たっては、国土数値情報の品質等に関する深い知識があること、特に土地利用に関する各種法指定
地域データに関する知識が豊富であることが必要となる。また、原典資料に関する調査にあたっては、国や自治体に
おける関連データの整備状況について広く把握している必要があることから、土地利用に関連する情報の収集を行っ
た経験があること、特に主な原典資料として検討している土地利用基本計画を定めている国土利用計画法をはじめと
した土地に関する法律・計画等について深い知見を有することが必要となる。
財団法人土地情報センターは、国土交通省所管の公益法人であり、地価、土地利用その他土地に関する事項について
の調査研究や、地価、土地利用その他土地に関する事項に係る情報の処理についての調査研究を目的に設立された団
体であり、本調査の内容は、同財団の設置目的に合致するものである。
また同財団は、国土交通省国土計画局より、平成12年度「国土数値情報の一般提供に向けたデータ品質向上等調査」
業務、並びに、平成13年度～平成15年度「国土数値情報のデータ品質向上等調査」業務を請負い、国土数値情報に関
するデータの整備経緯やデータの性質、品質などを熟知している。
さらに、国土交通省土地・水資源局や地方公共団体から土地利用に関連する情報を用いた分析・調査・研究を数多く
受託している。例えば平成１６年度には、土地・水資源局土地利用調整課より「平成１６年度土地取引規制関連調査
分析検討業務」を受託し、国土利用計画法に基づく届出等情報を中心とした土地取引規制や土地利用に関する情報
を、GISを活用して分析・検討するなど、土地利用に関連する多くの知識と経験を持っており、さらに土地に関する
法律等にも精通している。
このように、財団法人土地情報センターは、本業務を円滑に実施するために必要な能力及び経験を有している唯一の
者であることから、同財団と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から一般競争入札に

移行）

公募手続
きを導入
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417
（社）日本不動産鑑定協
会

平成１７年度国土数値情報地価公示
データ作成業務(一式)

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年9月26日 3,274,950

本作業の遂行に当たって使用する基データは、土地・水資源局において作成するものを使用しているため、本業務を
実施する者は、この基データを早期の段階で入手可能である必要がある。特に本業務で作成する地価公示データに関
しては、土地・水資源局より公示される日と同時に、国土計画局からも作成したデータを国土数値情報として公開す
るため、公示日前に国土計画局及び土地・水資源局において作成したデータを使用することから、物理的に、土地・
水資源局においてこの基データの作成業務を受託した者が実施することが必要となる。またデータ秘匿の観点から見
ても、基データの作成業者が同作業を受託すること必要となる。このように、本業務の実施にあたっては、土地・水
資源局と共同して実施することが不可欠である。
また、本作業で実施する業務内容は、土地・水資源局で実施する業務内容と重なる点もあることから、同一の者が作
業をすることで作業の重複を省き、結果として業務に必要な費用を抑えることができる。
社団法人日本不動産鑑定協会は、平成１７年度に土地・水資源局より平成１８年地価公示データの調査・集計・分析
業務である「平成１８年地価調査業務」を請け負っている。このため、同財団は本業務で使用する基データを早期の
段階で入手可能な立場にいる唯一の団体である。
　このため本業務を円滑に遂行し、確実な成果物を得るために、同法人と随意契約を締結する。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの（19年度
から契約方式の見直

し）

公募手続
きを導入

418
（財）日本測量調査技術
協会

WMSの国際規格化への地理情報共用Web
システムの対応に関する検討調査（一
式)

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成18年1月27日 2,625,000

本業務を実施するに当たっては、ISOにおける地理情報に関する標準化の検討内容を把握していることはもとより、
GISに関する専門用語やISOの標準ドキュメントに記載される専門用語について精通している必要がある。
財団法人日本測量調査技術協会は、ISO/TC211の国内審議団体の事務局業務の他、官民連帯共同研究「GISの標準化に
関する調査」標準化委員会、空間データ作成標準作業部会及び空間データ交換標準作業部会の事務局業務を、国土交
通省国土地理院より受託しており、GISの標準化に関する豊富な経験を有している。また地理情報標準のJIS化作業に
も携わっている他、ISOドキュメントの和訳についても多数の経験を有しており、地理情報に関する標準化について
のISOドキュメントに記載される各専門用語についても深い知識を有している。JIS化作業については、国内における
意見集約及びISOへの回答の審議等を行う審議団体として、同財団は日本工業標準調査会（JISC）から承認されてい
る唯一の団体である。
このように、財団法人日本測量調査技術協会は、ISOにおける地理情報に関する標準化の検討内容を十分に把握して
おり、かつGISに関する専門用語やISOの標準ドキュメントに記載される専門用語についても精通しているほか、地理
情報に関する標準化の検討に関する豊富な実績を有していることから、本業務を円滑に遂行できる唯一の団体であ
り、よって同財団と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

18年度以降において
当該事務の委託等を

行わないもの

419
（財）日本建設情報総合
センター

多様な主体の連携による国土に関する
基盤的な情報の効率的な整備・更新運
用方策に関する調査研究

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年10月7日 15,760,500

本業務を遂行するに当たっては、①国土に関する基盤的な情報の収集・分析等に関するノウハウを有していること、
②多様な主体が相互に整備・利用するための仕組み作りに関する専門的な知識を有していること、③多様な主体が関
係するため、高度な中立性を有していること等が必要となる。また、本業務は地図データの効率的な整備・更新と密
接な関連性を有していることから、④国土地理院との連携のもとに進める必要がある。財団法人日本建設情報総合セ
ンターは、建設事業の円滑な執行に資する情報システムの調査研究を行い、広く普及するとともに、建設情報の提供
を行うことにより、建設技術の向上、建設事業の効率化、国土の安全かつ有効利用を図ることを目的として設立さ
れ、建設情報システムに関するシステム設計からソフトウェア開発まで幅広く調査研究を行うとともに、関連情報の
収集・加工・蓄積及び提供等に関し豊富な経験と実績を有している。特に地理情報システム（ＧＩＳ）に関しては、
組織内に「ＧＩＳ研究部」を設置し、ＧＩＳに関する調査研究を業務の一つの柱として取り組んでおり、「２００４
年度ＧＩＳアクションプログラムフォローアップ関連調査」（平成１６年度国土計画局）の他、国土地理院、国土技
術政策総合研究所等から様々なＧＩＳに関する調査を受託し、国土の基盤的な情報の収集・分析等に関する豊富な実
績と経験を有している。また、平成１０年度から国土地理院と共催している「ＧＩＳ普及セミナー」及び平成４年か
ら毎年刊行している「ＧＩＳデータブック」に関する業務を通じて、地方公共団体やＧＩＳ関連団体・民間企業など
と密接なネットワークを構築しており、これらの主体における国土に関する基盤的な情報の実態把握や相互に整備・
利用する上で要求される事項等を調査するために必要な幅広いネットワークを有している。さらに、本業務は国土情
報を含む空間情報に関する基盤的な情報の整備・更新・運用についての根本的なルールを検討することから、地方公
共団体やＧＩＳ関連団体・民間企業など多様な主体が関係するため、その遂行に当たっては高度な中立性が必要であ
り、加えて、本業務は国土地理院が発注するＧＩＳ地図データに関する調査の成果を利用しつつ検討を進める必要が
あり、当法人は、調査間の整合性を図りながら本業務を遂行することができる。
　以上のように、財団法人 日本建設情報総合センターは本業務において要求される上記の条件を満たす唯一の団体
であることから、本業務の契約について同センターと随意契約を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項）
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一般競争入札等に移
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420
（財）日本建設情報総合
センター

一般利用者が国のＧＩＳ関連施策を容
易に検索できる手法に関する基礎調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年12月8日 7,108,500

　本業務を遂行するに当たっては、①ＧＩＳに関する様々な動向について専門的な知識を有していること、②ＧＩＳ
に関する様々な情報の収集・分析等に関するノウハウを有していること、③国の機関に関する情報の調査が主である
が、ＧＩＳ関連施策は民間事業者等の様々な主体が関係することから、特定の情報に偏らず、広くＧＩＳ施策につい
て把握できる高度な中立性を有していること等が必要となる。
　財団法人日本建設情報総合センターは、建設事業の円滑な執行に資する情報システムの調査研究を行うこと等を目
的として設立された法人であり、設立以来、建設情報システムに関するシステム設計からソフトウェア開発まで幅広
く調査研究を行うとともに、関連する情報の収集・加工・蓄積及び提供等に関し豊富な実績を有している。
  特に地理情報システム（ＧＩＳ）に関しては、組織内に「ＧＩＳ研究部」を設置し、ＧＩＳに関する調査研究を業
務の一つの柱として取り組んでおり、これまでにも「２００４年度ＧＩＳアクションプログラムフォローアップ関連
調査」（平成１６年度国土計画局）の他、国土地理院、国土技術政策総合研究所等から様々なＧＩＳに関する調査を
受託し、ＧＩＳに関する様々な動向に関する専門的な知識を有している。
  また、平成１０年度から国土地理院と共催している「ＧＩＳ普及セミナー」及び平成４年から毎年刊行している
「ＧＩＳデータブック」に関する業務を通じて、全国の地方公共団体やＧＩＳ関連団体・企業と密接なネットワーク
を構築しており、ＧＩＳに関する様々な情報の収集・分析等に関するノウハウを有している。
  さらに、財団法人であることから高度な中立性を有している。
  以上のように、財団法人 日本建設情報総合センターは本業務において要求される上記の条件を満たす唯一の団体
であることから、本業務の契約について同法人と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から企画競争を実

施）

公募手続
きを導入

421 （財）国土計画協会
国土のモニタリング状況の国民への効
率的な提供手法に関する基礎調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成18年1月4日 5,067,300

　本業務を遂行するに当たっては、国土のモニタリングは国土計画の策定・推進の根幹となる基礎的な情報であるた
め、国土計画の意義、経緯等の諸般の事項を深く理解していなければならない。また、国土のモニタリングのための
指標データ等に関する網羅的かつ体系的な知識を有しているとともに、これらの指標データ等の効率的な更新・提供
するための手法について専門的な知識を有していること等が必要となる。
　財団法人国土計画協会は、国土計画等に関する諸般の事項を調査研究し、国土の開発利用、保全並びに各種施設の
規模及び配置に関する総合計画の樹立並びに地方計画策定に協力し、その実施にあたってはこれらの推進を図ること
を目的として設立された法人であり、国土計画等に関する諸般の事項に関し深く理解している。
　また、国土に関するデータ等の収集・分析に関しては、これまでに「都市計画業務ＧＩＳ検討調査」(平成１１年
度：建設省)、「防災情報ライブラリーに関する調査」(平成１２年度：国土庁)、「土地区画整理事業データの総合
的整備・分析に関する調査」(平成１３年度：国土交通省)、「大都市圏域における水循環と緑・環境の回復に関する
調査」(平成１３年度：国土交通省)、「大都市圏域における圏域構造形成過程分析データの作成調査」(平成１６年
度：国土交通省)等の業務を受託しており、これらを通じて、国土に関するデータの収集・整理・拡充等に関し、網
羅的かつ体系的な知識を有している。
　さらに、これらの調査等を通じて調査結果を国民に提供する手法に関して専門的な知識を有しており、効率的な情
報の提供等を検討する上で必要な体制も兼ね備えている。
　以上のように、財団法人国土計画協会は本業務において要求される上記の条件を満たしており、また、これらの条
件を満たす団体は他に見あたらないことから、本業務の契約について同法人と随意契約を締結する。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から企画競争を実

施）

公募手続
きを導入

422 （財）国土計画協会
国土形成計画の策定のための国民への
情報提供等に関する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年10月12日 14,175,000

本業務の実施に当たっては、①国土計画に関する情報提供、議論喚起等に関し豊富な経験・実績を有し、情報提供等
のためのノウハウを有していること、②過去の国土計画に関する各種データ、国土計画策定の経緯等に関する情報を
保有するとともに、それらに関して高度な知見や専門的知識を有していること、③近年の国土計画に関する検討の状
況及び国土形成計画法の策定や新たな国土計画の策定に関する論点等に関して高度な知見及び専門的な知識を有して
いること等が必要となる。
　財団法人国土計画協会は、国土計画及び地方計画策定に関する諸般の事項を調査研究し、国土の開発利用、保全並
びに各種施設の規模及び配置に関する総合計画の樹立並びに地方計画策定に協力すること等を目的に設立されたもの
であり、本調査の目的である国土計画に関する情報提供（啓発宣伝）等をその事業目的としている法人である。
　同協会は、設立以来、国土計画、地方計画等に関する調査・研究に務め、旧国土庁時代からの広報誌である「人と
国土」の発行、国土計画ハンドブックの作成（平成１６年度）、各種シンポジウム、フォーラム等の開催など国土計
画に関する情報提供等に関し豊富な実績を有するとともに、国土計画に関する豊富なデータ等を保有し、かつ、これ
らに関する高度な知見及び専門的な知識を有している。
　また、近年も、2030年の日本のあり方を検討するためのシナリオ作成に関する調査（平成１６年度）、地域資源活
用構想策定等支援調査（平成１５年度）、大都市圏の将来像に関する調査（平成１４年度）を実施するなど、近年の
国土計画に関する検討の状況及び国土形成計画法の策定や新たな国土計画の策定に関する論点等に関して高度な知見
及び専門的な知識を有している。
　以上のことから、同法人は本業務を実施する上で必要な条件をクリアし、本業務を着実に履行できる唯一の法人で
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの（19年度
から企画競争を実

施）

公募手続
きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

423 （独）都市再生機構
平成１７年度　既存ストック等の効率
的管理による環境の保全・再生・創出
方策検討調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年12月12日 12,200,000

本業務を遂行するためには、自然環境に関する豊富な知識が必要であると同時に、国土計画において実効性の高い実
施体制を構築するため、各府省の事業とその実施体制、実際の事業の計画策定段階、実施段階における環境の保全・
再生・創出手法に関して幅広い知見を有していることが必要である。
独立行政法人都市再生機構は、旧都市基盤整備公団と地域振興整備公団の都市開発事業部門を基に、政府の都市再生
の取組みを推進するために設置されたものである。母体となった旧都市基盤整備公団及び地域振興整備公団は、大都
市地域及び地方都市において、ニュータウン事業をはじめとして市街地の再開発、工場跡地からの緑の再生等、関係
する公共施設の整備を含めて、様々な都市開発を実施しており、その際、①各種自然生態条件に関する調査、②開発
と自然環境を調和させるための手法の立案と実施、③自然が失われた土地からの自然再生手法の立案と実施等の業務
のノウハウを蓄積している。これらのノウハウは、現在の独立行政法人都市再生機構に受け継がれている。
また、平成１６年度に実施したエコロジカルネットワークの構築に向けた公共事業連携方策検討調査では、幅広く有
識者及び各府省の意向、知見、成果等を収集、調整する一方、独自の幅広い知見と経験、分析に基づいて、エコロジ
カルネットワークの考え方の整理や各府省連携事業の検討を行い、良好な成果を上げている。
これらの点を考慮すると、独立行政法人都市再生機構は本調査を円滑かつ効率的に行う上で必要な、専門的な技術及
び実績、経験を有する唯一の団体である。従って、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号によ
り随意契約するものである。

見直しの余地
があるもの

18年度以降において
当該事務の委託等を

行わないもの

424 （財）計量計画研究所
公共交通を中心とした圏域構造の再構
築に関する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年10月12日 13,902,000
本調査では、「東京都市圏パーソントリップ調査」（ＰＴ調査）の分析手法等の活用が不可欠であるが、これを実施
可能であるのは過去４回のＰＴ調査の全てを受託している本法人のみであるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

18年度以降において
当該事務の委託等を

行わないもの

425 （社）海洋産業研究会
広域地方計画における海域の利用及び
保全の方策に関する検討調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年9月13日 9,933,000

　本調査は、広域地方計画を策定していくに当たって必要とされる情報を整理するものである。具体的には、国土形
成計画法に新たに計画事項として盛り込まれた「海域の利用及び保全に関する事項」について、国内における実例を
把握するとともに、国内外の研究成果から今後広域地方計画に参考となるような事例や成果を把握し、これらを国内
で導入する際の課題を検討することにより、広域地方計画における海域の利用及び保全方策について検討することを
目的としている。
　社団法人海洋産業研究会は、国土交通省を始め、文部科学省、農林水産省及び経済産業省の４省の共同所管の社団
法人であり、省庁横断的に海域に関する調査を受注しているとともに、地方公共団体からも受注しており、また定期
的に海に関するニュースを発信するなど、国内における既存事例収集及び先進事例の収集に必要なノウハウが蓄積さ
れている。また、アメリカにおける海洋・沿岸域に関する横断型学会であるMarine Technology Societyの日本支部
を当該法人が務めるほか、国際会議に毎年人を派遣するなど海外における先進事例の収集に当たっても必要なノウハ
ウが蓄積されている。このように海域の利用及び保全に関する情報源、知見、ノウハウなどが十分に蓄積されてお
り、これらを総合的に発揮することにより本調査を的確に実施することができる。
　以上の理由により、当該法人が本調査を円滑かつ確実に遂行できる唯一の団体であり、よって同法人と随意契約す
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

18年度以降において
当該事務の委託等を

行わないもの

426
（社）中国地方総合研究
センター

平成17年度中国地方開発促進に関する
資料等の収集・整理等業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年10月17日 3,118,500

本業務は、「総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律」の成立に伴い、中国地
方開発促進法が廃止されることを受け、中国地方開発促進法の制定当時から現在までの中国地方の開発の歴史や各種
の取組みについて関係資料・データ等を収集、整理し、散逸を防ぐとともに、今後の中国地方の整備推進の際の参考
にできるようにすることを目的とする。
したがって、本業務の実施に当たっては、中国地方全域におけるこれまでの開発促進の取組み、社会経済の動向及び
プロジェクトの内容、推進状況等に精通し、かつ豊富な資料、データ等の蓄積を有することが必要である。さらに中
国地方の実情を熟知しているとともに、機動的に資料等の収集を行っていくことが必要である。
社団法人中国地方総合研究センターは、昭和23年に中国地方綜合開発委員会の付属機関として設置された中国地方綜
合研究所を前身とするものであり、地域経済に関する調査研究を行い、中国地方の開発と産業の発展に寄与すること
を目的としている社団法人であることから、当該業務の趣旨である資料収集等の調査も事業目的に含まれているとこ
ろである。同センターは、中国地方の現地動向に精通しているほか、中国地方の多方面にわたる関係者との太いパイ
プを有している。また、過去においても多くの中国地方に関する各種調査・研究を行ってきており、 近では「経済
動向基礎調査作業（中国地域）」をはじめ多数の調査業務を諸官庁等より受託するとともに、当省より平成１４年度
「中国地方における産業構造改革の展開に関する調査」、平成１５年度「中国地方開発促進計画推進調査」、平成１
６年度「中国地方開発促進計画に係る進捗状況等調査」などを請け負うなどの実績がある。これらの調査研究で得ら
れた知見等を含めて、中国各県域にわたる社会経済の動向等のデータを保有するとともに、これまでの中国地方の開
発促進に関する取組みについても十分な知見を有している。また、広島県広島市に所在し、中国地方各地との連絡調
整や現地アクセスについても好条件を有している。
以上の理由により、（社）中国地方総合研究センターは本業務を円滑に遂行できる唯一の団体である。
したがって会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約するものである。

見直しの余地
があるもの

18年度以降において
当該事務の委託等を

行わないもの



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
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427
（財）東北開発研究セン
ター

平成17年度東北地方開発促進に関する
資料等の収集・整理等業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年10月17日 3,150,000

　本業務は、「総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律」の成立に伴い、東北
開発促進法が廃止されることを受け、東北開発促進法の制定当時から現在までの東北地方の開発の歴史や各種の取組
みについて関係資料・データ等を収集、整理し、散逸を防ぐとともに、今後の東北地方の整備推進の際の参考にでき
るようにすることを目的とする。
したがって、本業務の実施に当たっては、東北地方全域におけるこれまでの開発促進の取組み、社会経済の動向及び
プロジェクトの内容、推進状況等に精通し、かつ豊富な資料、データ等の蓄積を有することが必要である。さらに東
北地方の実情を熟知しているとともに、機動的に資料等の収集を行っていくことが必要である。
　財団法人東北開発研究センターは、昭和36年4月に経済企画庁の認可団体として設立された財団法人東北経済開発
センターを前身とするものであり、東北の総合的な開発整備の推進に関する調査研究、情報の収集・提供その他必要
な事業を行うこと等を目的とする財団法人であり、当該業務の趣旨と合致している。同センターは「東北地方の一体
的な発展に寄与する」ことを目指して戦略的かつ広域的な政策提言を行っていることから、東北の現地動向に精通し
ているほか、東北の多方面にわたる関係者との太いパイプを有している。また、仙台市に所在し、東北各地との連絡
調整や現地へのアクセスについても好条件を有している。
　なお、過去においても｢21世紀を先導する東北の地域づくり｣ (11年度)､｢東北の豊かさ関する調査｣(12年度)､｢東北
開発促進計画推進調査」(13年度)､｢東北地域における国際交流圏整備に関する検討調査｣､｢東北地域における少子高
齢化に向けた地域づくり検討調査｣(14年度)､「東北開発促進計画推進調査」(15年度)、「東北開発促進計画に係る進
捗状況調査」、「東北地方の国際戦略構築に関する基礎調査」(16年度)等で東北地方の総合的な開発・整備の推進に
関する調査研究・提言、地域情報の収集・提供などを継続的に行い、知見を蓄積しており、東北地方における社会経
済の動向及びプロジェクトの内容、推進状況についての分析、問題点の把握等に十分な能力を有することが確認され
ている。
  以上の理由により、財団法人東北開発研究センターは本業務を円滑に遂行できる唯一　の団体である。
したがって会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約するものである。

見直しの余地
があるもの

18年度以降において
当該事務の委託等を

行わないもの

428
（財）北海道東北地域経
済総合研究所

平成１７年度　むつ小川原開発推進調
査

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年8月3日 11,998,000

本業務の実施には、その業務内容からむつ小川原開発の経緯、現在のむつ小川原地域のインフラ整備状況、企業立地
状況等、同地域の社会経済等に関して豊富で高度な知見を有しているとともに、我が国の工業立地動向等について精
通し、本事業の遂行に当たって必要な情報収集・分析等についての十分な能力を有していなければならない。
財団法人北海道東北地域経済総合研究所は、北海道及び東北地方の広域的な開発推進のための基礎的調査、地域開発
事業の経営に関する調査研究等を行うことにより、北海道及び東北地方における産業の振興開発を促進し、国土の均
衡ある発展に寄与することを目的とする財団法人であり、過去においてもむつ小川原開発の推進に関する調査を実施
するなど、むつ小川原地域の社会経済動向に精通している上、むつ小川原開発を推進するための関係各機関（国土交
通省、青森県、六ヶ所村、日本政策投資銀行、社団法人日本経済団体連合会、新むつ小川原㈱）の取り組みと密接な
連携を保ちつつ業務を遂行することが可能な唯一の団体である。
以上の理由から、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、同財団と随意契約
するものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から企画競争を実

施）

公募手続
きを導入

429 （財）地域開発研究所
平成17年度国の行政機関等の移転の効
果等に関する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年11月2日 8,778,000

  本業務は、平成15、16年度に実施した移転済機関等の東京都区部からの移転による効果等の事例調査（以下「事例
調査」という。）を総体的に整理するとともに、東京一極集中に関する近年の状況等を加味した上で、今後の国の行
政機関等の移転施策の方向性や施策の実行において考慮すべき事項等について整理するものである。
  このため、本業務が事例調査の集大成ともいえる調査であることから、実施に当たっては平成15、16年度の調査内
容、検討手法、結論に至る背景、成果等を理解している必要がある。さらに、今後の国の行政機関等の移転施策の方
向性等を整理するためには、多極法の各種施策をはじめ、国土に関する基本問題等として地域政策や活性化方策、国
土計画等幅広い視点から検討する必要がある。
  財団法人地域開発研究所は、国土に関する基本問題とその総合開発に関する調査研究等を行う国土交通省所管の公
益法人である。国の行政機関等の移転施策は、東京一極集中の是正等国土の均衡ある発展を目指すもので、国土に関
する基本問題かつ総合開発に関わるものである。このため、本業務は、同研究所の事業に合致するものである。ま
た、同研究所は、以前から「国の行政機関等の移転の円滑な推進に関する調査」を継続的に実施するなど当該施策を
はじめ関連する他の多極法の施策や国土政策について豊かな知見を有している。さらに、同研究所は、平成15、16年
度の事例調査を実施しているため、当該調査の内容、検討手法、結論に至る背景、成果等を把握している。
  以上のことから、本業務を確実かつ円滑に履行できるところは同研究所のみである。よって、本業務について同研
究所と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から企画競争を実

施）

公募手続
きを導入

430 （財）国土計画協会
平成17年度国会等の移転ニューズレ
ターに関する業務（１）

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年5月2日 7,749,000

  本業務に当たっては、毎号のニューズレターの企画・立案、翻訳等のほか、送付したニューズレターに寄せられた
意見等への対応・収集整理・分析等、国会等の移転を含めた国土行政全般について豊富で広範な知識が必要である。
また、ニューズレターの送付先である個人等の勤務先、住所、電話番号、所属委員会等の個人情報については、個人
情報保護の観点から、その管理が極めて重要となっている。したがって、本業務は、ニューズレターの企画・立案か
らその送付及び送付先の適切な管理、また、送付先から寄せられる意見への対応等、それらの意見を反映させた次号
の企画・立案など、その作業構成は一貫しており、本業務を円滑かつ速やかに行うためには、一つの団体の責任にお
いてこれらの業務を一括して行うことが必要である。
  財団法人国土計画協会は、国土交通省国土計画局所管の公益法人であり、これまでにも旧国土庁等の官公庁からの
委託を受けて、幅広い分野で調査研究を行っているところである。また、「人と国土」等の国土行政に関する広報資
料の発行等も行ってきており、国会等の移転問題についてもパンフレットの作成等の実績がある。これらは、本業務
において必要不可欠な知見と実績である。また、同協会は、平成１０年度から平成１６年度まで、本業務を継続的に
請け負っており、その実績は極めて良好であり、これらは、本業務を行うに当たって、必要不可欠な経験である。加
えて、前述のように送付先の個人情報の適切な管理の観点からも、今後とも同一団体において、これらの業務を行う
ことが必要である。
  以上のことから、本業務を確実かつ円滑に履行できるところは財団法人国土計画協会のみである。よって、同協会
を本業務の契約相手方とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から企画競争を実

施）

公募手続
きを導入
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431 （財）国土計画協会
平成17年度国会等の移転ニューズレ
ターに関する業務（２）

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成18年1月13日 5,400,000

  本業務に当たっては、毎号のニューズレターの企画・立案、翻訳等のほか、送付したニューズレターに寄せられた
意見等への対応・収集整理・分析等、国会等の移転を含めた国土行政全般について豊富で広範な知識が必要である。
また、ニューズレターの送付先である個人等の勤務先、住所、電話番号、所属委員会等の個人情報については、個人
情報保護の観点から、その管理が極めて重要となっている。したがって、本業務は、ニューズレターの企画・立案か
らその送付及び送付先の適切な管理、また、送付先から寄せられる意見への対応等、それらの意見を反映させた次号
の企画・立案など、その作業構成は一貫しており、本業務を円滑かつ速やかに行うためには、一つの団体の責任にお
いてこれらの業務を一括して行うことが必要である。
  財団法人国土計画協会は、国土交通省国土計画局所管の公益法人であり、これまでにも旧国土庁等の官公庁からの
委託を受けて、幅広い分野で調査研究を行っているところである。また、「人と国土」等の国土行政に関する広報資
料の発行等も行ってきており、国会等の移転問題についてもパンフレットの作成等の実績がある。これらは、本業務
において必要不可欠な知見と実績である。また、同協会は、平成１０年度から平成１６年度まで、本業務を継続的に
請け負っており、その実績は極めて良好であり、これらは、本業務を行うに当たって、必要不可欠な経験である。加
えて、前述のように送付先の個人情報の適切な管理の観点からも、今後とも同一団体において、これらの業務を行う
ことが必要である。
  以上のことから、本業務を確実かつ円滑に履行できるところは財団法人国土計画協会のみである。よって、同協会
を本業務の契約相手方とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

18年度以降において
当該事務の委託等を

行わないもの

432 （社）国際建設技術協会
第１２回日韓国土計画分野協力会議開
催業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年8月29日 955,500 　
見直しの余地
があるもの

18年度以降において
当該事務の委託等を

行わないもの

433 （社）国際建設技術協会
第１２回日韓国土計画分野協力会議に
かかる地方視察実施業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年8月29日 924,000
見直しの余地
があるもの

18年度以降において
当該事務の委託等を

行わないもの

434
（財）日本開発構想研究
所

平成１７年度　開発途上国等における
国土政策支援のための調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年11月24日 7,497,000

　本業務を適切に実施するためには、海外情報に精通しているのみならず、アジア諸国における国土政策についての十分な知見を有
する者が担当することが不可欠である。また、中国では、全国的な国土計画が策定されておらず、これまで10次にわたる「国民経
済・社会発展５ヶ年計画」により、経済、社会発展がなされてきている。
　このため、本業務を遂行するためには、こうした中国の経済発展状況についての知見を有していることはもとより、中国の国土計
画分野の知見も必要である。さらには、セミナーの開催を通じて、日本の国土計画分野の知見の提供及び日中間の国土政策上の連携
方策の検討を行うことから、我が国の国土計画に関する十分な知見も必要とされる。
　（財）日本開発構想研究所は、①国土の総合的な開発の構想、システム等に関する調査、研究、②開発構想等に関連する経済、社
会、技術構造等の将来予測、③開発構想等に連関する情報の収集及び諸外国との開発経験の交流等の事業を行っており、これまで
に、先進国及び開発途上国の住宅・都市・国土政策、アジア等開発途上国における都市・地域開発プロジェクトの調査研究、提言等
を数多く行い、国内外の国土・地域開発政策に関するノウハウと知識を十分有している。
　特に、中国に関しては、「中国西部地域中東都市発展戦略策定調査」、「中国中小都市化実験市（江蘇省）総合開発計画調査」な
どの調査をJICA等から受託し優秀な評価を得ており、かつ、これまでの実績により、中国政府関係機関等とのネットワークも構築さ
れているほか、国際シンポジウム、セミナーの開催等の業務についても十分な実績をあげている。
　以上のことから、（財）日本開発構想研究所は、本業務を実施する上で、必要なノウハウと知識を十分有しており、特に、本調査
の対象国の中国における調査経験が豊富であることから、中国政府等との緊密な連携に基づく的確かつ円滑な業務遂行が可能であ
り、本業務を着実に履行できる専門的な知見を有した団体である。
　よって、（会計法第２９条の３第４項、政府調達に関する協定第１５条第１項（ｄ）「互換性」、国の物品等又は特定役務の調達
手続きの特例を定める政令第１３条第１項第２号の規定を適用し、（財）日本開発構想研究所を請負先として随意契約するものであ
る。

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から企画競争を実

施）

公募手続
きを導入

435 （財）運輸政策研究機構
平成17年度　全国幹線旅客純流動調査
（一式）

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年4月28日 15,000,000

本調査の実施にあたっては、昨年度の調査結果に加え、過去３回の純流動調査の検討経緯やデータの整備方法、実施上の課題などを
熟知するとともに、国内及び国際航空、鉄道、自動車、バス、旅客船等の個別交通機関ごとの流動実態調査や総合的な交通体系に係
る知見、分析能力を有する調査実施機関を選定する必要がある。財団法人運輸政策研究機構は、交通運輸に関する総合的な研究及び
調査の実施と交通運輸全般にわたる評価及び提言等を主たる設立目的に掲げ、長年にわたって陸・海・空の総合的な交通運輸に関す
る政策の評価及び提言、コンサルタント業務等を多数実施し、その実績は高い評価を得ている。さらに、昨年度の第４回純流動調査
の検討業務に加え、過去の純流動調査も実施し、所要の成果を挙げてきたことから、上記要件を十分満たす唯一の機関といえる。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの（19年度
から企画競争を実

施）

公募手続
きを導入

436
（財）国土技術研究セン
ター

平成17年度　自律移動支援プロジェク
トに関する調査検討業務（一式）

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年7月20日 14,700,000

本調査の実施にあたっては、高齢者、障害を持つ方、訪日外国人などのすべての人の社会参画等にあたって必要となる「移動経
路」、「交通手段」、「目的地」などの情報を、利用者の身体状況等に応じた情報提供により、「いつでも、どこでも、だれでも」
が利用できるシームレスな移動環境を構築するための総合的な情報提供方策のあり方や、ハードとソフトが一体となった新たなイン
フラ整備や、各種の社会資本整備やその活用、加えて福祉分野、情報通信分野に関し、幅広い見識を有していることが必要となる。
財団法人国土技術研究センターは、国土交通政策に関連する政策的、技術的課題に対する先行的な調査研究を行う組織であり、その
対象とする分野は、都市整備、道路、住宅等のインフラ整備やＩＴＳのシステムの共通的な基盤構築等、社会資本整備における高度
情報化の格付等と幅広く、かつそれらに関する豊富な情報と優れた技術の蓄積と組織体制を兼ね備えている。また、同財団は、少子
高齢化社会に対応した環境整備に関する研究、車いすや高齢者等のすべての人にやさしいまちづくりのためのタウンモビリティの研
究等を実施し、優れた成果をあげており、これらの分野に関しても豊富な知見と経験による様々な角度からの検討・分析業務に優れ
ている。さらに、欧州における先進的な福祉のまちづくりに関する実態についても、海外調査等を通じて幅広い知識を有しており、
本業務の実施にあたり必要となるすべての人が自由に移動できる環境整備に関する高い検討・分析能力を有する唯一の組織である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの（19年度

に公募を実施）

公募手続
きを導入
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437
（財）国土技術研究セン
ター

平成17年度　新しい地域構造と交通体
系のあり方に関する検討調査（一式）

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年7月20日 14,910,000

本調査の実施にあたっては、わが国の新しい地域構造を支える交通インフラのあり方や、わが国及び欧州諸国における圏域形成、地
域ブロック及び生活圏域における交通サービス水準のあり方、生活圏域の形成に困難を伴う地域における交通体系の役割などについ
て幅広い見識を有していることが必要となる。財団法人国土技術研究センターは、国土交通政策に関連する政策的、技術的課題に対
する先行的な調査研究を行う組織であり、その対象とする分野は、地域整備、都市整備、道路、河川、海岸、住宅等多岐にわたり、
交通流動による圏域形成等についての豊富な情報と優れた技術の蓄積がある。　また、同財団は、都市再生と地方活性化に関連する
研究、まちづくりの計画策定に関する研究及び少子高齢化社会に対応した環境整備に関する研究等の活動の実績から、豊富な知見と
経験による様々な角度からの検討・分析業務に優れている。さらに、欧州における圏域形成等の実態についても、海外調査等を通じ
て幅広い知識を有しており、本業務に必要不可欠であるわが国と欧州における交通流動による圏域形成等に精通している唯一の組織
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの（19年度

に公募を実施）

公募手続
きを導入

438
（財）国土技術研究セン
ター

平成17年度　自然共生地域における交
通体系のあり方を検討するための地域
条件等に関する調査（一式）

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年7月20日 14,910,000

本調査の実施にあたっては、自然共生地域における農業集落消滅、農地減少・耕作放棄地の要因について国土保全等の関連性から分
析するとともに、地域の特性を活かし、モビリティ向上を図るべく、地域経営のあり方について適切に検討することが必要であり、
そのためには、わが国の自然共生地域における、自然条件・社会条件、圏域の形成及び交通流動の状況、集落の現状や地域経営の方
向性、諸外国の取り組みなどについて、幅広い見識を有していることが必要となる。財団法人国土技術研究センターは、国土交通政
策に関連する政策的、技術的課題に対する先行的な調査研究を行う組織であり、その対象とする分野は、地域整備、都市整備、道
路、河川、海岸、住宅等多岐にわたり、交通流動による圏域形成についての豊富な情報と優れた技術の蓄積がある。また、同財団
は、都市再生と地方活性化に関連する研究、まちづくりの計画策定に関する研究及び少子高齢化社会に対応した環境整備に関する研
究等の活動の実績から、自然共生地域の現状や、将来動向に関して、豊富な知見と経験による様々な角度からの検討・分析業務に優
れている。さらに、諸外国における交通施設、交通流動の動向についても、海外調査等を通じて幅広い知識と高い情報収集能力を有
しており、わが国の交通流動、圏域形成に関する現状、課題に照らして、的確な動向把握ができる組織である。このように同財団
は、本業務に必要不可欠であるわが国の自然共生地域における交通流動による圏域形成及び、自然共生地域の現状と将来動向に精通
している唯一の組織である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

18年度以降において
当該事務の委託等を

行わないもの

439
（財）国土技術研究セン
ター

平成17年度　地方ブロック計画の策定
指針に関する検討調査（一式）

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年7月25日 14,910,000

本調査の実施にあたっては、新しい地域構造を支える交通インフラのあり方に関するこれまでの検討内容などを踏まえ、地域の潜在
力を 大限に発揮し、地域の多様な個性を活かし、国際的な競争力と魅力を高めていく上で必要となる、既存の行政区域を越えた地
域ブロックにおける計画策定のあり方、広域地方計画策定にあたり密接な関連を有する自然条件・社会条件といった諸条件、諸外国
における広域地方計画の体系をはじめとする交通政策や交通計画などについて、幅広い見識を有していることが必要となる。財団法
人国土技術研究センターは、国土交通政策に関連する政策的、技術的課題に対する先行的な調査研究を行う組織であり、その対象と
する分野は、地域整備、都市整備、道路、河川、海岸、住宅等多岐にわたり、交通流動による圏域形成についての豊富な情報と優れ
た技術の蓄積がある。また、同財団は、都市再生と地方活性化に関連する研究、まちづくりの計画策定に関する研究及び少子高齢化
社会に対応した環境整備に関する研究等の活動の実績から、豊富な知見と経験による様々な角度からの検討・分析業務に優れてい
る。さらに、諸外国における広域地方計画の体系や交通政策、交通計画の動向についても、海外調査等を通じて幅広い知識と高い情
報収集能力を有しており、わが国における広域地方計画策定に関する現状、課題に照らして、的確な動向把握ができる組織である。
このように同財団は、本業務に必要不可欠であるわが国と諸外国における地域ブロック計画に関する動向に精通している唯一の組織
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの（19年度

に公募を実施）

公募手続
きを導入

440 （財）運輸政策研究機構
平成17年度　国際海上コンテナ適合貨
物の需要予測等に関する調査（一式）

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年8月8日 10,000,000

本調査の実施にあたっては、昨年度調査において構築した需要予測モデルの検討過程や構造の詳細、課題・問題点等を熟知している
ことに加え、我が国の国際貨物の流動実態と将来動向、需要予測手法、さらには国内外の交通事情及びそれらを取り巻く社会、経
済、産業等の過去及び将来動向等について、総合的かつ幅広い見識を有していることが必要となる。財団法人運輸政策研究機構は、
交通運輸に関する総合的な研究及び調査の実施、国際関係も含めた交通運輸全般にわたる政策の評価及び提言を主たる設立目的とす
る組織であり、長年にわたる交通運輸に関する研究及び調査を通じて、国際交通ネットワークに関する豊富な情報と優れた技術の蓄
積がある。海外の交通事情に関しても継続的に調査、情報収集を行っており、海外の交通運輸をとりまく社会経済情勢等の動向も熟
知している。また、同財団は、本調査の基礎となる「平成１６年度　国際海上貨物の需要予測等に関する調査」を実施するととも
に、官公庁や自治体からの委託を受け、国際海上コンテナ物流、国際航空貨物などに関する長期需要予測に関する調査を多数実施
し、高い評価を得ており、上記要件を十分に満たす唯一の機関といえる。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

18年度以降において
当該事務の委託等を

行わないもの

441
（財）鉄道総合技術研究
所

平成17年度　公共交通における統一さ
れた運行情報提供に関する調査研究業
務（一式）

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年11月15日 13,545,000

本調査の実施にあたっては、「移動経路」、「交通手段」、「目的地」などの情報を、利用者の身体状況等に応じた情報提供によ
り、「いつでも、どこでも、だれでも」が利用できるシームレスな移動環境を構築するにあたっての社会資本や福祉分野、情報通信
分野に関し、幅広い見識を有することが必要であり、とりわけ、公共交通事業者間における統一された運行情報提供に関する高い知
見や、車両等の公共交通空間におけるユニバーサルデザイン化についての高い知見を有し、これらの知見を総合的に活用することが
必要である。財団法人鉄道総合技術研究所は、鉄道技術及び鉄道労働科学に関する基礎から応用にわたる総合的な研究開発、調査等
を行う組織であり、車両、土木、電気、情報、材料、環境、人間科学など、鉄道技術に関する基礎から応用までのあらゆる分野を対
象に、かつそれらに関する豊富な情報と優れた技術の蓄積と組織体制を兼ね備えている。また、同財団は、ユニバーサルデザインに
よる鉄道空間のバリアフリー化として、「移動制約者向け情報提供システム」や交通システムのIT化を目指した「サイバーレールに
おける旅客案内システム」を開発しており、本業務の調査研究にあたり必要となる分野に関しても、豊富な知見と経験により、様々
な角度からの検討・分析を行う幅広い知識を有しており、鉄道事業者間における統一された運行情報提供に関する高い検討・分析能
力を有する唯一の組織である。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
18年度以降において
当該事務の委託等を

行わないもの
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442
（財）国土技術研究セン
ター

平成17年度　セキュリティ対策等に関
する調査検討業務（一式）

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成18年1月16日 14,385,000

本調査の実施にあたっては、高齢者、障害を持つ方、訪日外国人などのすべての人の社会参画等にあたって必要となる「移動経
路」、「交通手段」、「目的地」などの情報を、利用者の身体状況等に応じた情報提供により、「いつでも、どこでも、だれでも」
が利用できるシームレスな移動環境を構築するための、総合的な情報提供方策のあり方や、ハードとソフトが一体となった新たなイ
ンフラ整備や、各種の社会資本整備やその活用、加えて福祉分野、情報通信分野に関し、幅広い見識を有していることが必要とな
る。財団法人国土技術研究センターは、国土交通政策に関連する政策的、技術的課題に対する先行的な調査研究を行う組織であり、
その対象とする分野は、都市整備、道路、住宅等のインフラ整備やＩＴＳのシステムの共通的な基盤構築等、社会資本整備における
高度情報化の格付等と幅広く、かつそれらに関する豊富な情報と優れた技術の蓄積と組織体制を兼ね備えている。また、同財団は、
車いすや高齢者等のすべての人にやさしいまちづくり等、福祉分野に関わる調査研究に関しても豊富な知見と経験を有しており、国
土交通省の「平成１７年度　自律移動支援プロジェクトに関する調査検討業務」を受託し、事務局としてプロジェクトに関する様々
な検討を自ら実施している組織である。また本プロジェクトの取組を通じて、ＩＣタグ等に関する 新動向についても熟知してお
り、本業務の実施にあたり必要となる幅広い知識と高い検討・分析能力を有する唯一の組織である。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
18年度以降において
当該事務の委託等を

行わないもの

443
（財）国土技術研究セン
ター

平成17年度　特定課題に関する調査検
討業務（一式）

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関２－１－２

平成18年1月16日 3,780,000

本調査の実施にあたっては、産業政策、環境政策及び交通政策について、幅広い見識の下、各地域において異なる集積の規模、業種
等に応じて、産業集積形成における各モードの交通体系の役割、交通体系整備による影響等を把握し、又、環境に配慮した総合的な
交通体系の形成について適切に検討することが必要となる。財団法人国土技術研究センターは、国土交通政策に関連する政策的、技
術的課題に対する先行的な調査研究を行う組織であり、その対象とする分野は、地域整備、都市整備、道路、河川、海岸、住宅等多
岐にわたり、豊富な情報と優れた技術の蓄積がある。また、同財団は、都市再生と地方活性化に関連する研究、まちづくりの計画策
定に関する研究等の活動実績から、豊富な知見と経験によって様々な角度からの検討・分析業務に優れている。さらに、産業政策、
環境政策及び交通政策の動向についても、各種調査等を通じて幅広い知識と高い情報収集能力を有しており、我が国の現状に照らし
て的確な動向把握ができる組織である。このように同財団は、本業務不可欠である産業政策、環境政策及び交通政策の全般に精通し
ている唯一の組織である。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
一般競争入札等に移
行したもの（19年度

に公募を実施）

公募手続
きを導入

444 （財）土地総合研究所 土地関連市況の動向把握調査業務
小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年4月1日 13,419,000

本調査においては、土地に関連する 新の指標から得られた知見を土地政策と関連付けて検討するため、土地問題に関する専門的知
識を有するのみならず、土地市場について詳細な知識を有することが必要である。また、ヒアリング会や委員会においては、民間企
業が独自に収集したデータや資料、今後の市場動向の見方や業況感等を伺うことを通じて、市場動向をより早い段階において把握す
ることにより、適時適切な政策立案に結びつけることとしている。委員会やヒアリングにおける事務局は、中立的な立場から運営す
ることにより、政策立案の基礎となる情報の完備性や不偏性を保つことが望まれる。財団法人土地総合研究所は、本調査を平成１５
年度から請負っており、これまでに蓄積した土地関連指標等のデータを利用して、 新のデータと比較・検討することにより、本業
務をより効率的に実施することができる。このように公益を目的として中立的な立場から独自に 新の情報収集を行い、これまで蓄
積したデータと分析のノウハウによって、効率的に本業務を実施できる機関は他に見受けられない。以上のことから、財団法人土地
総合研究所との随意契約としたもの。(会計法第２９条の３第４項)

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（19年度
から企画競争に移

行）

公募手続
きを導入

445
（財）都市みらい推進機
構

「土地活用バンク」を活用した低・未
利用地有効活用支援事業

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年4月1日 11,999,400

「土地活用バンク」の運用において、登録情報の確認、情報の収集及び相談に対する適切なアドバイスの実施などを行うためには、
情報の確認先・収集先の信用を得られること、偏った情報ではなく幅広く情報を収集できること、個々の案件について等しく対応で
きることなどが必要であり、公的で中立的な立場の機関であることが不可欠である。また、必要な情報や機能等を検討するために
は、低・未利用地の有効活用に関する専門的知識を有するのみならず、「土地活用バンク」で提供されている情報やシステムについ
ての詳細な知識を有することが必要である。
　財団法人都市みらい推進機構は、寄付行為上「新しい都市拠点の形成等の都市の活性化に関する総合的な調査・研究、情報・資料
の収集等を実施することにより、民間の技術と経験を生かしつつ、地域社会と調和した活力ある都市づくりの推進を図ること」とさ
れており、都市の活性化に関する総合的な調査・研究を行うことを目的とした財団法人であることから、本調査の実施に当たって必
要な、低･未利用地に関する様々なデータの蓄積や低･未利用地を活用した基本構想や計画づくり等の専門的な人材及び知識を有して
いる。
　これらの条件を満たす機関は他になく、以上のことから、本調査を財団法人都市みらい推進機構に対する随意契約とする。(会計法
第２９条の３第４項)

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（19年度
から企画競争に移

行）

公募手続
きを導入

446
（社）地域社会計画セン
ター

都市近郊農地の保全・利用手法に関す
る調査

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年4月1日 29,998,500

本事業の遂行に当たっては、農地所有者、学識経験者等の信用が得やすく、情報収集が容易であること、都市近郊農地の現状やその
転用実態、農地所有者の意向等に関する広範な知識・経験・情報等が要求される。
　社団法人地域社会計画センターは、定款上「農業と農村のもつ機能の総合的な評価と位置づけのもとに、地域社会の建設に関する
調査研究、相談、指導等を行うことにより、農業の振興、都市地域における良好な環境の住区の建設・整備等を図り、もって国民生
活の安定向上と社会公共の福祉の増進に寄与すること」とされており、地域・農業の主体的な管理運営・計画、農協の組織・経営計
画（診断）、土地利用計画、都市問題等、幅広い地域問題を手がけ、農住まちづくり、都市農地活用に関する調査研究業務を行うと
ともに、ＪＡ等からの土地活用事業全般にわたる相談、指導等を行っていることから、本業務を遂行するに当たって必要となる市街
化区域内農地や農住組合制度に関する情報、面的整備事業に関する推進方策及び各種関連制度等についての十分な知識、経験を有し
ており、人口動態、宅地需要等の社会状況の変化に対応した都市近郊農地の有効活用のあり方を検討することができる唯一の団体で
ある。
　したがって、本業務については、社団法人地域社会計画センタ－と随意契約を行う。(会計法第２９条の３第４項)

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から企画競争に移

行）

公募手続
きを導入
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447
（社）日本不動産鑑定協
会

平成１７年度半期地価動向調査業務
（一式）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年4月5日 130,931,850

　当該調査の鑑定評価においては７月１日を価格時点とする他の公的土地評価における地価調査と評価手法の統一性等を保つ必要が
あり、地点の選定、鑑定評価等にあたっては、実施についての基準等を定め全国的な整合を図る必要がある。また、平成17年度半期
地価動向調査地点が全国４７都道府県の1,800地点に設定され、鑑定評価業務等に従事する1,230人の鑑定評価員（以下「評価員」と
いう。）も全国４７都道府県に所在している。さらに、評価員は地価公示での当該地点における鑑定評価手法や価格形成要因に精通
していることが重要であることから、評価員は平成17年地価公示評価員から選任することとしている。このことから、契約の相手方
としては、本業務に関する必要な事項を全国の各評価員に効率的かつ正確に周知徹底することができ、地域ごとの事情に応じて全評
価員の業務の進行管理等を円滑に行うことができる組織体制が整備されている必要がある。
　この点、社団法人日本不動産鑑定協会は、平成17年地価公示評価員が全て同協会会員であることや、下部組織として地方ごとに全
国をカバーする10の地域会を置いて地域の実情に応じた会員間の連絡調整を行って活動している組織であることから、その組織を通
じて、全評価員を統轄できること、標準地の選定、鑑定評価にあたって統一された基準等に基づく適正な実施を図ること及び本業務
に関する必要な事項の周知徹底を図ることができるものと認められる。
　同協会は、現在本件業務を実施するために必要な組織、能力を有する唯一の団体であり、過去における地価公示での請負業務の実
施成果も高く評価できることから、同協会と随意契約を締結するものである。(会計法第２９条の３第４項)

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（19年度
から公募手続きを導

入）

公募手続
きを導入

448
（財）都市農地活用支援
センター

都市農地の計画的土地利用転換方策検
討調査

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年4月14日 68,902,050

　本業務は、都市農地を活用した計画的なまちづくりを推進するため、土地所有者等が都市農地の計画的な土地利用転換を行ってい
る地区等におけるケーススタディにより都市農地の計画的土地利用転換方策を検討し、共通課題を抱えるその他の地域に対する普及
啓発を図るとともに、農住組合制度その他の都市農地に係る土地利用転換手法、制度等のあり方について検討することであり、都市
農地の計画的土地利用転換を推進するため、地権者の土地利用の意向等に沿って、周囲の市街化の進展状況等を適切に見極めつつ、
個々の地区の特性、立地条件等に応じた面的整備への誘導を進めることが必要である。また、業務の遂行に当たっては、市街化区域
内農地に関する情報について広範な知識を有しているとともに、農住組合制度、土地区画整理事業等の面的整備事業を中心とした各
種関連制度についての豊富な知識及びノウハウが要求される。
　（財）都市農地活用支援センタ－は、寄付行為上「都市農地の計画的な利用による良好な住環境を有する住宅地の形成等を促進す
るための調査研究、事業支援、居住環境の維持改善、普及啓発等を行う」こととされており、また、農住組合等により農地を計画的
に利用する事業の支援を行うなど、本業務を遂行するに当たって必要となる市街化区域内農地に関する情報、面的整備事業に関する
ノウハウ、推進方策及び各種関連制度等についての知識、経験は他の追随を許さないものがある。
　したがって、本業務については、（財）都市農地活用支援センタ－と随意契約を行う。(会計法第２９条の３第４項)

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から企画競争に移

行）

公募手続
きを導入

449 （財）土地情報センター
平成１７年土地取引規制実態統計分析
処理業務

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年4月15日 4,254,768

　国土利用計画法に基づく届出等の状況は、土地取引規制制度の適正な運用において不可欠な情報であることから、本業務では、全
国統一的手法による統計処理結果を用いた全国的な届出等の動向把握を行う。
　本業務の実施に当たっては、土地取引規制実態統計の内容を熟知しているだけでなく、本業務に係る統計調査システムの内容につ
いて十分な知識を持ち、都道府県及び政令指定都市における調査実態を十分把握していることが不可欠であるとともに、土地取引規
制関連制度等に関する豊富な知識を有していることが必要である。
　財団法人土地情報センターは、地価に関する情報を始めとする土地に関する各種情報の収集及び分析を行い、土地取引の合理化そ
の他の土地政策の推進に寄与することを目的として設立された公益法人であり、土地取引制度に精通しているだけでなく、土地取引
の統計処理業務を効率的に遂行できる高度な技術を有している。
　また、これまで都道府県及び政令指定都市からの委託を受け、土地に関する調査の合理化業務を実施してきており、委託先から高
い評価を受けている。さらに、「平成16年度土地取引規制関連調査分析検討業務」では、全都道府県及び政令指定都市が使用してい
る土地取引規制実態統計処理システムについて、届出情報の地理的動向把握に関する技術的方策、効果的な指標等の検討を行ってお
り、土地取引規制実態統計処理システムに係る高度な技術的知識を有しており、その経験は、本業務の効率的な遂行に 大限寄与す
べきものである。
　以上の理由から、本業務を迅速かつ適切に遂行できる唯一の機関である財団法人土地情報センターと随意契約を締結するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）
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450 （財）土地情報センター
平成１７年度国土利用計画法関係調査
システムに係る技術的支援業務

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年4月15日 14,686,560

　国土利用計画法の適正な運用のため、都道府県及び政令指定都市においては国土利用計画法関係調査を実施しているところであ
り、国においてはこの調査結果をもとに土地取引の全国動向を把握し、土地行政政策に反映させるとともに、国民への情報提供の推
進を図っているところである。こうした背景のもと、国では国土利用計画法関係調査を全国統一的手法による効率的な統計処理を実
施するために、都道府県及び政令指定都市に対し調査システムを配布しており、現在、活用されている。
　本業務では、都道府県及び政令指定都市に対して配布又は公開している国土利用計画法関係調査システム（土地取引規制実態統計
処理システム、土地取引規制基礎調査概況調査システム、土地取引状況集計・製表システム、遊休土地実態調査システム、無届取引
等事務処理システム）の操作手法、システムメンテナンス等に関する問い合わせ窓口を設けて技術的支援を行う。
　本業務の実施に当たっては、国土利用計画法関係調査システム全ての内容について十分な知識を持ち、さらに都道府県及び政令指
定都市における調査実態を十分把握していることが不可欠であるとともに、土地取引規制関連制度等に関する豊富な知識を有してい
ることが必要である。
　財団法人土地情報センターは、地価に関する情報を始めとする土地に関する各種情報の収集及び分析を行い、土地取引の合理化そ
の他の土地政策の推進に寄与することを目的として設立された公益法人であり、土地取引制度に精通しているだけでなく、土地取引
の統計処理業務を効率的に遂行できる高度な技術を有している。
　また、これまで「平成16年度土地取引規制関連調査分析検討業務」等を通じて、各種調査システムの開発に携わってきた実績があ
り、昨年度においては、都道府県及び政令指定都市からの各種調査システムへの問い合わせに対して年間約250件の対応実績を有して
おり、より効果的に支援を行うためのノウハウを蓄積していることから、これらの経験及びノウハウは本業務において 大限活用す
べきものである。
　以上の理由から、本業務を迅速かつ適切に遂行できる唯一の機関である財団法人土地情報センターと随意契約を締結するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）
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451 （独）都市再生機構
都市構造の再編・環境の保全に対応し
た今後の土地利用転換推進制度検討調
査

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年4月20日 79,926,000

　本調査は、土地の有効活用に関する情報や技術支援が特に必要な地区を選定し、当該地区におけるケーススタディを通じて、具体
的な情報・技術支援の提供を行うことにより、事業に即したニーズ及び支援方法を把握し、土地利用転換推進のための情報・技術支
援の方策について検討するとともに、地球温暖化の防止に寄与する国内外の事例を土地利用の観点から収集すること等により、環境
の保全に対応した新たな低・未利用地の活用方策を検討するものであり、本調査の実施に当たっては、土地利用転換に係る現行の制
度等に関する知見のみならず、現下の産業構造、社会構造の転換期において、都市構造の再編や環境の保全を目的とした市街地の整
備改善、都市機能の高度化を内容とする実際の事業等に関する幅広い実績や知見が要求される。
　独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成15年法律第100号）上、市街地の整備改善等の業務を行うことに
より、社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化等を通じて都市の再生を図ることを目的とする法人である。したがって、当
該法人は、本調査に必要とされる土地利用転換に係る現行の制度（資金調達方法としてのSPV,PFI等、共同事業開発、低容積型開発、
暫定利用に関する様々な手法等）に関する知見に精通していることはもとより、現状では利用が困難である細分化された土地や工場
跡地等の大規模低・未利用地の面整備等を行う土地有効利用事業を実施する部門を有しているため、当該部門の知見を十分活用する
ことにより、実際に低・未利用地の有効活用に資する具体的な事業と直結した、社会経済情勢の変化に対応した新たな土地利用転換
手法、制度等の検討を行うことができる。また、地域の自然環境の特徴を大切な計画要素として、その保全や再生に積極的に取組む
とともに、省エネルギーや屋上緑化等の環境に配慮したまちづくりを推進するなど、環境の保全に対応した土地利用転換制度を検討
する上で、十分な知見を有する。
　これらの条件を満たす機関は他になく、以上のことから、本調査を独立行政法人　都市再生機構に対する随意契約とする。（会計
法第２９条の３第４項）
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452 （社）全国国土調査協会
平成１７年度地籍調査関係職員育成事
業に関する業務（一式）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年4月28日 14,280,000

　本業務は、地籍調査担当者など地籍調査に関係する地方公共団体等の職員を対象とした研修会を実施するものであり、実施要領の
作成、講師の選定など研修会の開催には、地籍調査の内容を熟知するとともに、現在の地籍調査の実情を十分に把握している必要が
ある。
　社団法人全国国土調査協会は、国土調査に関する事業の推進に努め、国土の開発及び保全並びに利用の高度化に資することを目的
に、昭和２８年に設立されたものであり、以来一貫して事業主体に対する技術的援助、地方公共団体等の職員等を対象とした講習会
の開催、国土調査に関する調査研究等、国土調査の推進活動を行っている。また、同協会は下部組織として全国９ブロックの連絡協
議会及び各都道府県推進協議会を擁しており、国土調査事業の推進に指導的役割を担っている団体である。
　同協会はこれらの活動を通じ、講習会を通じた国土調査の推進に大きな役割を果たしており、効率的な講習会の開催を行うことが
できる唯一の団体であることから、社団法人全国国土調査協会と随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４項）
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453 （独）都市再生機構
平成１７年度都市街区確認等調査業務
（一式）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年4月28日 3,471,961,500

本業務は、全国の都市部(人口集中地区：ＤＩＤ)において、地方公共団体等が所有する官民境界確定図等を収集・分析し、
街区の官民境界点を確認等することにより、既成市街地の街区の現況と公図に関する基礎的データを整備し、もって地籍
整備の状況の改善と、都市開発事業等の円滑化･迅速化等による都市再生の推進を図ることを目的としている。
　本業務は、
①街区の官民境界の情報に関する資料等(基礎的資料)を地方公共団体等から広範に収集し、街区点調査(官民境界となる
点の現地確認)の基図を作成するための情報分析を行う
②地元への対応を前提とした作業計画、街区点調査指示図などを作成し、これに基づき、三大都市圏において、現地での
街区点調査を行う
③街区点調査結果図(街区の官民境界となる点を数値座標化したもの)と数値化された公図とを重ね合わせて、その整合性の
分析等を行う
という大きく３つの工程からなるものであり、これら一連の作業から構成されているものである。
　上記①の資料収集とその情報分析等は、地方公共団体等から適切な資料等を収集する等の観点から、公的な事業主体と
して地方公共団体等との連絡調整や協力体制について相当の連携体制を構築しており、本業務の新たな体制づくりについても
円滑に対応できる者でなければ実施できないものである。
　また、②の街区点調査は、特に都市部における既成市街地では、狭小な街区の多い現地に入って作業を行うことから地元地
権者等への対応、調整が必要となるが、これには多数の関係者間の意見調整や利害調整の困難性等に対応できる者でなけれ
ば実施できない。
　さらに、③の結果図の公図の重ね合わせの整合･分析は、重ね合わせのシステムを構築し、このシステムを活用して的確に
作業を行う必要がある。
　本来、本業務は、国土交通省直轄調査として、国土地理院も含めて国土交通省が自ら行うべきものであるが、第三者に行わ
せる場合には、本業務はそれぞれ密接に関わる上記の３つの工程を一連の作業として実施することにより成果が得られるもの
であるため、これら３つの作業を一体として実施することができる者であることが必要である。
　独立行政法人都市再生機構はこれまで、公共施設等基盤整備を伴う多数の都市開発事業を実施している経験から、地方
公共団体等との連絡調整や協力体制について既に相当の連携体制を構築しているとともに、新たな体制づくりについても円滑
に対応できるものである。
　また、既成市街地における大規模な都市開発や密集市街地の整備を行っており、多数の関係者間の意見調整や利害調整の
困難性等に対しても、円滑かつ迅速に対処しているところである。
　さらに、平成１４年度「都市再生緊急整備地域内の地図状況調査に関する業務」、平成１５年度「道路台帳等活用モデル事業
に関する業務」及び「都市部における地籍整備の推進に関する検討調査」を受注（受託）するなど、地籍調査に関連する知識等
も豊富に有しているとともに、本調査における 終成果図を作成するに当たって必要な重ね合わせのシステムを、平成１５年度
「道路台帳等活用モデル事業に関する業務」において構築しており、この重ね合わせのシステムを有している。
　このような実績等から本業務の一連の作業を実施することができるのは同機構のみである。
　したがって、本業務については、同機構以外に実施できる者がいないことから、昨年度に引き続き独立行政法人都市再生機構
と随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４項）
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454 （社）全国国土調査協会
平成１７年度都市再生街区基本調査の
円滑化のための資料集作成等に関する
業務（一式）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年5月10日 14,864,850

　本業務の請負先としては、都道府県等への連絡を円滑に実施し、会議の運営を効率的に行えることが条件となる。
　社団法人全国国土調査協会は、国土調査に関する事業の推進に努め、国土の開発及び保全並びに利用の高度化に資することを目的
に、昭和２８年に設立されたものであり、以来一貫して都道府県及び市町村等に対する技術的援助、都道府県及び市町村職員等を対
象とした講習会の開催、国土調査に関する調査研究等、国土調査の推進活動を行っている。また、同協会は下部組織として全国９ブ
ロックの連絡協議会及び各都道府県推進協議会を擁しており、国土調査事業の推進に指導的役割を担っている団体である。
　当協会はこれらの活動を通じ、国土調査の推進に多くな役割を果たし、長年培った都道府県及び市町村等との厚い信頼関係を有し
ている。また、事業として「国土調査事業の促進」を掲げ、国土調査事業に係る会議の運営も行っており、「平成１６年度山村境界
保全に係る調査検討に関する業務」においては検討委員会を運営し、会議の効率的かつ適切な運営を図るうえでの実績も有してい
る。
　よって、都道府県等への連絡を円滑に実施し、会議の運営を効率的に行える唯一の団体であることから、社団法人全国国土調査協
会と随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
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当該事務・事業の委
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としたもの

 

455 （財）土地総合研究所
土地基本調査（法人建物調査確報分）
審査等業務

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年5月12日 48,982,500

本業務は、平成１５年土地基本調査（法人建物確報分）において、ベンチマークデータによる審査・検証を行い、確報公表にかかる
調査結果を確定させるものである。
確報結果は７月に公表を予定しており、期間内で再集計から審査・結果公表に必要な分析に至る本業務を行うことのできる団体、且
つ法人情報の漏洩防止にも万全を期する必要があるため、中立的観点から業務に携わることが可能な者が望ましい。
財団法人土地総合研究所は、土地による諸問題、不動産市場等に係る課題に的確に対処するため、豊富なデータに基づき基礎的な事
項から応用的な事項まで幅広く、的確かつ十分な調査研究を行う専門的な研究機関として設立され、これまで土地問題に関する各種
調査、研究業務の実施、短期地価動向調査をはじめとする土地・不動産関連データの整備・公表、ベンチマークデータの収集作成及
び分析・加工・検証、不動産証券化への対応検討、パネルデータを用いた企業の土地取得動向等の分析、データ補正、土地資産額の
推計、プレプリント方式の検証、時系列分析等土地に係る詳細な知識を有している。
 以上のことから本調査の調査項目・集計内容等の詳細な知識と集計結果審査を行うにあたり土地資産額の推計、時系列分析、企業の
土地取得動向等の分析、ベンチマークデータに基づいて集計結果審査の妥当性を判断できる経験と能力等を持ち、確報公表までの期
間内で再集計から審査・検証を遂行できる団体は他に存在しない。
ついては豊富な経験と深い知見を有している唯一の団体である財団法人土地総合研究所と随意契約を行う。（会計法第２９条の３第
４項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（適時企

画競争に移行）

公募手続
きを導入

456 （財）土地総合研究所 土地基本調査確報に係る分析等業務
小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年5月16日 39,334,050

本業務は、平成１５年度に行われた第３回土地基本調査について、平成１７年７月に公表する確報結果に係る分析を行い、確報報告
書（英訳も含む)の作成を行うものである。
土地基本調査は、指定統計調査であり、正確性を確保するとともに、適切且つ速やかな公表を図っていくことが強く求められてお
り、土地を巡る諸問題に関する専門的な知識及び迅速な分析能力を持つ団体、且つ法人情報の漏洩防止にも万全を期する必要がある
ため、中立的観点から業務に携わることが可能な者が望ましい。
土地基本調査は、我が国土地ストックの所有・利用の実態を把握し、以て土地政策の企画・立案に必要となる統計資料の提供に資す
るために実施する調査である。我が国の土地ストックを総合的に把握するこのような調査は、他に類をみない。
その調査結果を余すことなく十全に係る土地政策推進に活用するためには、土地及び不動産に関する深い理解と、土地基本調査結果
の利活用に係るノウハウひいては、国が行う土地政策に係る広範な見識を有している者であることが不可欠となる。
財団法人土地総合研究所は、「土地に係る諸問題、不動産市場、不動産業等に関する調査研究を行うこと等により、土地政策の推
進、不動産業の振興及び不動産に係る事業の健全な発展に寄与する」ことを目的に、建設省、国土庁共管の公益法人として設立さ
れ、これまで土地問題に関する各種調査、研究業務の実施、短期地価動向調査をはじめとする土地・不動産関連のデータ・公表、ベ
ンチマークデータの収集作成及び分析・加工・検証、家屋課税データの利用可能に関する検証、土地及び建物の所有・利用状況の総
合分析、不動産証券化への対応検討、パネルデータを用いた土地取得動向等の分析、土地資産額の推計、プレプリント方式の検証、
時系列分析等土地に係る詳細な知識を有している。また今回の基本調査において、企画・設計業務等調査の骨格に係る部分を請け
負った経緯があり、集計表の製表状況に合わせ、短期間に高度な分析を行うにあたり、時系列分析、土地取得動向等分析、土地及び
建物の所有・利用状況の総合分析について専門的知識及び迅速な分析能力を有している団体は他に存在しない。
ついては、蓄積された知見と手法を有し、業務目的に達成を見込める唯一の団体である財団法人土地総合研究所と随意契約を締結す
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（適時企

画競争に移行）

公募手続
きを導入

457 （財）土地総合研究所
土地基本調査結果の高度利用及び次回
調査の設計・検討業務

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年5月23日 29,637,300

本業務は次回調査に向けた調査事項や調査票等の基本設計・検討、統計審議会からの指摘をうけた5年周期調査の妥当性、OCR化、イ
ンターネットを利用したオンライン調査当電子化に係る検討、調査結果の高度利用について検討を行うものである。土地総合研究所
は調査票設計、短期地価調査をはじめとする土地・不動産関連のデータ・公表、ベンチマークデータの収集作成及び分析・加工・検
証、土地及び建物の所有・利用状況の総合分析、不動産証券化への対応検討、パネルデータを用いた土地取得動向等の分析、土地資
産額の推計等土地に関する詳細な知識を有している。またＨ15調査において、企画・設計業務の骨格を請負った経緯と審議会の答申
を受けた課題について研究及び企画を行っており、業務目的に達成を見込める団体は他に存在しないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（適時企

画競争に移行）

公募手続
きを導入

458
（社）日本不動産鑑定協
会

平成１８年地価調査業務（一式）
小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年6月23日 4,659,863,250

　本業務の結果は国民の社会・経済生活に重大な影響を及ぼすことから、標準地の選定、鑑定評価等にあたっては、実施についての
基準等を定め全国的な整合を図る必要がある。また、標準地が全国の31,230地点に設定され、鑑定評価業務等に従事する2,734人の鑑
定評価員（以下「評価員」という。）も全国４７都道府県に所在していることから、契約の相手方としては、本業務に関する必要な
事項を全国の各評価員に効率的かつ正確に周知徹底することができ、地域ごとの事情に応じて全評価員の業務の進行管理等を円滑に
行うことができる組織体制が整備されている必要がある。
　この点、社団法人日本不動産鑑定協会は、平成18年地価公示に係るほぼ全ての評価員が同協会会員であること、下部組織として地
方ごとに全国をカバーする10の地域会を置いて地域の実情に応じた会員間の連絡調整を行って活動している組織であることから、そ
の組織を通じて、全評価員を統轄できること、標準地の選定、鑑定評価にあたって統一された基準等に基づく適正な実施を図ること
及び本業務に関する必要な事項の周知徹底を図ることができるものと認められる。
　同協会は、現在本件業務を実施するために必要な組織、能力を有する唯一の団体であり、過去における本件業務の実施成果も高く
評価できることから、同協会と随意契約を締結するものである。(会計法第２９条の３第４項)

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（19年度
から公募手続きを導

入）

公募手続
きを導入
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契約担当官等の氏名並びにそ
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在地
契約を締結した日
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459 （社）建設広報協議会
「土地の日フェア２００５」講演会に
関する業務

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年7月1日 5,775,000

本業務は、土地基本法（平成元年法律第８４号）の趣旨を踏まえ、広く国民に対し、土地の基本理念や土地政策に関する理解を深め
ることを目的として講演会を実施するものである。
　　本業務を実施するためには、土地基本法をはじめとする土地問題、土地政策及び国土建設事業全般に関する深い知見と経験及び
広報宣伝業務を適切に行えることが必要である。
　　社団法人建設広報協議会は、国土建設事業に関する広報宣伝事業を行うことを目的として設立された公益法人で、国土建設事業
に関する広報宣伝活動、セミナーの開催等これらの事業に関して多くの実績を上げている。また、土地問題を含め国土交通行政全般
に関する知識も有しており、業務を効率的に実施し、効果的な広報宣伝業務を実施し得る者はほかにいない。
　　したがって、本業務は社団法人建設広報協議会と随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から企画競争に移

行）

公募手続
きを導入

460
（財）都市みらい推進機
構

土地利用の動向を踏まえた新たな地域
社会の構築に資する土地利用施策のあ
り方に関する調査研究

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年7月5日 35,059,500

本業務は、土地利用に関する施策を企画立案するために、土地利用転換の動向や低未利用地の賦存状況等全国的な土地利用の動向及
び地方公共団体における土地利用に関する取組状況等を把握するとともに、把握した動向の分析と有効な施策等のあり方について検
討を行うものであり、全国的な土地利用の動向及び課題並びに土地利用に関する諸制度について、豊富な経験と幅広い知見が必要と
なる。財団法人都市みらい推進機構は、民間の技術と経験を生かしつつ、地域社会と調和した活力ある都市づくりの推進を図ること
を目的として設立された財団法人であり、地方公共団体、各業種の民間企業を会員に有しているとともに、各分野で専門的知見を持
つ学識経験者やコンサルタントとのネットワークを有しており、これまでも、その有機的なネットワークを活用することにより、
「まちづくり総合支援事業」、「都市再生モデル調査」等、土地利用に関する課題等に関する多くの調査研究を効率的かつ効果的に
実施している。本業務においては、全国的な土地利用の動向を踏まえつつ、適切な国土管理を行っていくために有効な施策等の検討
を行うこととしていることから、土地利用に関する諸制度についての専門的な知見を有していることが必要であるが、当該財団は、
「都市再生研究会」等の自主研究会を設置・運営し、都市再生のあり方を都市再生本部、国土交通省等に提言する等土地利用に関す
る施策についての専門的な知識・知見を有している。特に、平成11年度から15年度においては、「低・未利用地有効活用調査」を全
国各地で実施しており、土地利用転換や低未利用地の賦存状況等の全国的な土地利用の動向について熟知しているが、本業務におい
ては、低未利用地の賦存状況及び地方公共団体における土地利用に関する取組状況を調査することとしていることから、「低・未利
用地有効活用調査」で構築された手法と得られた知見を用いて業務を進める必要がある。以上のように、豊富な経験と幅広い知見を
有している財団法人都市みらい推進機構は、本業務を効率的かつ効果的に遂行することができる唯一の機関である。よって、本業務
については、財団法人都市みらい推進機構と随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から企画競争に移

行）

公募手続
きを導入

461
（財）都市みらい推進機
構

少子・高齢化時代における低・未利用
地の管理のあり方検討調査

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年7月12日 44,100,000

　本調査は、周辺市街地や縁辺市街地における低・未利用地の適切な管理制度の構築に関して検討するとともに、土地管理に関する
モデル調査の実施により、土地管理組織の立ち上げ方策、運営・管理の方法、管理事業計画、収支計画の検討等、効果的な土地管理
の具体化のために必要な調査を行うものであり、低・未利用地に関する各種データを幅広く収集・分析する能力や、低・未利用地を
活用したまちづくりに関するノウハウが要求される。
　財団法人都市みらい推進機構は、寄付行為上「新しい都市拠点の形成等の都市の活性化に関する総合的な調査・研究、情報・資料
の収集等を実施することにより、民間の技術と経験を生かしつつ、地域社会と調和した活力ある都市づくりの推進を図ること」とさ
れており、都市の活性化に関する総合的な調査・研究を行うことを目的とした財団法人であるとともに、これまでも、国や地方公共
団体、デベロッパー等の都市の活性化に関する計画づくりや地域を主体としたまちづくりに関する調査研究を多数実施していること
から、本調査の実施に当たって必要な、低･未利用地に関する様々なデータの蓄積や低･未利用地を活用した基本構想、計画づくり等
の専門的な知識を有している。
　これらの条件を満たす機関は他になく、以上の理由から、本調査を財団法人都市みらい推進機構に対する随意契約とする。（会計
法第２９条の３第４項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から企画競争に移

行）

公募手続
きを導入

462 （社）全国鑿井協会
平成１７年度地下水資料収集業務（一
式）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年7月14日 5,880,000

　国土調査課では、国土調査法に基づく水調査の一環の「地下水調査」として、昭和26年以降継続して全国の地盤および地下水に関
する情報を、ボーリングや井戸の掘削時のデータを収集することを通じて整備し、そのデータを「全国地下水資料台帳」としてとり
まとめて、地域の地盤環境を検討する も基礎的な資料として提供している。このデータの基礎となるものが井戸（大口径ボーリン
グも含む）掘削時に得られる水文地質情報であるが、これらを確実に保有しているのは、設置工事を担当した井戸掘削業者のほかに
はない。工事の施主は井戸設置を目的としているため、附随して得られるこの種の情報を収集保管していないことが多い。
　業務目的を達成するためには、こうした情報保有者からの情報提供を得なければならないが、対象が多数で、また業者には提供義
務もないため、それら業者に個別にあたっての情報収集は極めて効率が低く、コストもかかる。
　一方、水文地質情報を収集できる技術を有する規模の井戸掘削業者のほぼすべてが「社団法人全国鑿井協会」の会員である。この
団体は、全国の井戸掘削業者400社以上を会員にもつ社団法人で、地下水の保全・開発についての調査・研究を行うとともにさく井技
術の向上を図ることによって国土の保全及び国民生活の向上に資することを目的としている。
　全国規模で水文地質情報を収集するには、全国組織であるこの全国鑿井協会を通じて会員業者が保有するデータを集積する方法が
も効率的で信頼に足るものと判断される。

　昭和２６年の地下水調査開始以来、継続して同協会と請負契約を行っており、「地下水調査」の意義・目的を理解し、全国の水文
地質情報の専門的な知識を有する全国鑿井協会と契約することが も有効である。
　以上の理由から、本業務を履行できるのは社団法人全国鑿井協会以外になく、本業務の契約相手方を、社団法人全国鑿井協会とす
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの(18年度以
降企画競争に移行）

公募手続
きを導入
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463 （社）全国国土調査協会
平成１７年度地籍アドバイザー派遣に
関する業務（一式）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年7月15日 7,906,500

　本業務において地籍アドバイザー名簿のホームページの登録、アドバイザーとの連絡調整、派遣申し込み市町村等との調整等を円
滑かつ効率的に行うには、地籍調査の内容を熟知するとともに、関係都道府県及び市町村等との連絡調整を十分に行う必要がある。
　社団法人全国国土調査協会は、国土調査に関する事業の推進に努め、国土の開発及び保全並びに利用の高度化に資することを目的
に、昭和２８年に設立されたものであり、以来一貫して都道府県及び市町村等に対する技術的援助、都道府県及び市町村職員等を対
象とした講習会の開催、国土調査に関する調査研究等、国土調査の推進活動を行っている。また、同協会は下部組織として全国９ブ
ロックの連絡協議会及び各都道府県推進協議会を擁しており、国土調査事業の推進に指導的役割を担っている団体である。
　当協会はこれらの活動を通じ国土調査の推進に大きな役割を果たし、長年培った都道府県及び市町村等との厚い信頼関係を有して
いる。また、例年地籍調査新規着手支援に関する業務を実施しており、市町村等に対する知名度も高く、業務の効率かつ適切な実施
を図るうえでの実績も有している。
　地籍調査及び各市町村等の実施状況を熟知しており、効率的なアドバイザーの派遣を行うことができる唯一の団体であることか
ら、社団法人全国国土調査協会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの(19年度か
ら企画競争に移行）

公募手続
きを導入

464 （社）全国国土調査協会
地籍調査推進のために必要な調査等業
務（一式）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年7月15日 9,019,500

　本業務は、地籍調査の意義・効果を実証的に説明するために調査及び資料作成作業を行うものである。そのためには地方自治体や
民間企業への聞き取り調査、アンケート調査等を行い、地籍調査や１９条５項指定制度のメリットや改善点を発掘し、新たな観点か
ら地籍調査の意義を実証する必要がある。
　社団法人全国国土調査協会は、国土調査に関する事業の推進に努め、国土の開発及び保全並びに利用の高度化に資することを目的
に、昭和２８年に設立されたものであり、以来一貫して都道府県及び市町村等に対する技術的援助、都道府県及び市町村職員等を対
象とした講習会の開催、国土調査に関する調査研究等、国土調査の推進活動を行っている。また、同協会は下部組織として全国９ブ
ロックの連絡協議会及び各都道府県推進協議会を擁しており、国土調査事業の推進に指導的役割を担っている団体である。
　当協会は、これらの活動を通じ国土調査の推進に大きな役割を果たし、長年培った都道府県及び市町村等との厚い信頼関係を有し
ており、都道府県及び市区町村等に対する知名度も高く、業務の効率かつ適切な実施を図るうえでの実績も有している。
　以上のことより、地籍調査及び各市町村等の実施状況を熟知しており、効率的な地籍調査推進のために必要な調査及び広報資料を
作成できることができる唯一の団体であることから、社団法人全国国土調査協会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの(18年度以
降企画競争に移行）

公募手続
きを導入

465 （財）土地情報センター
平成17年度企業の土地取得状況等に関
する調査

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年7月19日 21,945,000

本業務は名簿整備、調査票作成・発送、調査票データチェック及び疑義照会、集計作業、回収・提出状況の管理という一連の調査関
連業務を行うが、同財団は49万法人を対象として実施した土地基本調査において調査票提出管理、集計作業等の業務を請負い良好な
成果をあげていることから、統計調査に精通し、実施体制が整備されていると認められる。同財団は国土利用計画法に基づく届出等
データの全国集計等の守秘義務を伴うデータに関する処理、地価公示及び都道府県地価調査に関する情報提供業務、土地取引規制実
態統計処理システム等都道府県に配布するための各種パッケージシステムの開発及び提供、国土数値情報（GISデータ）の品質評価及
びデータ整備業務等、その幅広い業務実績から土地に関する情報について豊富な知見を有していると認められる。またデータ処理に
関しても国土計画法に基づく各種調査等についてシステム設計開発及び提供等の幅広い業務実績を有している。更に電子政府・電子
自治体実現に向けた各種調査研究を行なっており、オンラインについても豊富な知識を有していると認められる。以上のことから本
調査の正確性及び信頼性を確保できる実施体制が整備されており、且つ土地に関する情報について豊富な知見を有し、業務の円滑な
遂行が見込める団体は他に存在しないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から企画競争に移

行）

公募手続
きを導入

466 日本通運（株）
平成17年不動産鑑定士試験第2次試験
問題等の運搬及び保管業務

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年7月19日 2,863,350

　不動産鑑定士試験は、国家資格試験という性格上、その試験問題等の運搬及び保管については、荷物の遅延、盗難、漏洩等の事故
を絶対に防ぐため、確実性、機密性、安全性が極めて高く要求される。本試験は試験期間が３日間に及び、毎日朝と夕、各試験会場
と各会場付近の保管倉庫との間で問題等の搬送を正確な時間に行わなければならず、その搬送に万一のことがあれば、全国各地で一
斉に実施する試験の性格上、試験実施について甚大な影響を及ぼすことになる。よって、各地においても確実な運送体制を確保する
ことが必須である。また、３日間に及ぶ試験問題、解答用紙等の保管については、盗難等の事故を確実に防ぐことができる安全で確
実な倉庫を試験会場となる全国１０カ所の会場付近に有していて、かつ、社内の保管体制も厳格でなければならない。よって、平成
１７年不動産鑑定士試験第２次試験については、確実性、安全性を確保し、機密の保持を徹底した運送、保管業務を行っている相手
方と請負契約をする必要性がある。
　日本通運㈱は、その国的な事業展開により、業務の信頼性も高く、航空輸送、陸上間輸送においても安全で確実な特別輸送の体制
をとることができ、 も安全かつ確実に運送業務を行うことができる。また、全国各地には自社倉庫があり、各１０カ所の試験会場
付近の全てに重要荷物の保管専用の保管庫を有しているのは上記業者のみであり、加えて社内の保管体制も厳格であることから機密
性に優れている。よって、本試験に係る会場間輸送や試験問題等の保管を安全で確実に実施できるのは日本通運㈱のみである。ま
た、過年度においても滞り無く業務を実施していることから、本業務においては上記業者と契約する。(会計法第２９条の３第４項)

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（19年度
から公募手続きを導

入）

公募手続
きを導入

467 （社）全国国土調査協会
「地籍フェア２００５in Tokyo」に関
する業務（一式）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年7月22日 14,773,500

　本業務では、地籍調査に対する一般国民及び地方公共団体の理解を図ることを目的とし、基調講演、パネルディスカッション等を
中心とした「地籍フェア２００５in Tokyo」を開催するものである。当該業務を円滑に遂行するためには、地籍調査の内容を熟知す
るとともに、主催者となる国土交通省及び東京都との連絡調整を密に行うことが可能であり、かつ、イベント等の開催、運営につい
ての豊富な経験を有する者が請け負う必要がある。
　社団法人全国国土調査協会は、都道府県、国土調査実施市町村、その他国土調査に関係する法人または個人で構成されており、
「国土調査に関する事業の推進に努め、国土の総合開発及びその利用の高度化」を設立目的に掲げている。本協会は、地籍調査全般
にわたる十分な知見をもとに、従前より、地籍調査事業にかかる啓発活動、地籍調査事業担当者に対する講習会の開催、地籍調査事
業を推進するための全国ブロック別・県別の組織に対する援助等を行い、また例年開催している「地籍フェア実施業務」を請け負う
など、セミナー、イベント運営に関する経験と実績も十分に有している。
　したがって、本業務については、同協会以外に実施できるものがいないことから社団法人全国国土調査協会と随意契約を行う。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの(18年度以
降企画競争に移行）

公募手続
きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

468 （社）全国国土調査協会 主要水系調査手法検討業務（一式）
小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年7月28日 14,799,750

　国土調査法に規定されている「水調査」の一環として実施している主要水系調査は、全国の一級河川を対象に、水文、利水及び治
水に関する情報を収集し、利水現況図及び調査書としてまとめるものである。
　本業務は、主要水系調査における今後の調査項目及び調査方法を検討するため、昨年度実施した「主要水系調査関連情報調査」の
成果を踏まえ、関連情報の整備状況に応じた調査項目、調査手法の検討を行うものである。
　本業務の実施に当たっては、①これまでの主要水系調査の調査項目及び調査方法について熟知していること、②各関係機関におけ
る関連情報の整備状況を把握し、各機関と緊密な連携がはかれる機関でなければならないこと、③未公開情報についても検討を行う
ことから営利を目的としない中立的な機関であること等が必要である。
　（社）全国国土調査協会は、国土調査事業の促進・宣伝、調査・研究及び技術援助等の事業を実施するために設立された公益法人
である。
　同協会は、これまで主要水系調査を実際に請け負うなど調査項目、調査方法等に熟知しているとともに、昨年度実施した「主要水
系調査関連情報調査」において各関係機関の整備状況を把握するなど連携関係にある。また、関連情報の管理、公開状況について
も、中立な立場で対応が可能な唯一の機関である。
　したがって、本業務に必要な条件を満たす者は、（社）全国国土調査協会以外に存在しないことから、（社）全国国土調査協会と
随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの(18年度以
降企画競争に移行）

公募手続
きを導入

469 （社）全国国土調査協会
平成１７年度地図整備業務及び公図の
数値化業務の監督補助に関する業務
（一式）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年7月29日 9,985,500

  本業務は、都市再生街区基本調査において実施する「地図整備業務」及び「公図の数値化業務」において国土交通省職員が行う監
督業務を的確かつ円滑に実施するために、業務の実施状況の把握等の監督の補助的な業務を行うことを目的としている。
　本業務の実施にあたっては、地図の数値化（ベクトルデータ）と登記所が行う不動産登記に係わる知識、さらには、作成する成果
品の検査を組織的に実施できる体制を有している必要がある。
　社団法人全国国土調査協会は、国土調査事業に関する事業の推進に努め、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資すると
ともに、あわせて地籍の明確化を図ることを目的に、地籍調査は基より測量技術や不動産登記に関する知見のある職員を配置すると
ともに、国土調査事業の調査・研究事業を行う他、地籍業務の支援や検査を受託する等豊富な検査実績と組織的に実施する体制を有
している。
　したがって、本業務については、同協会以外に実施できる者がいないことから、社団法人全国国土調査協会と随意契約を行う。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

 

470
（社）日本国土調査測量
協会

平成１７年度地籍調査事業の実態把握
における検討業務（一式）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年8月1日 5,460,000

  今回の業務の請負先としては、検討を実施するに当たって地方公共団体と地籍調査事業を受託する業者のどちらにも偏らず、中立
的に実施することが可能であり、効率的に業務を実施するために、地籍調査の各作業工程について十分な知識を有すことが可能であ
ることが条件となる。
　社団法人全国国土調査測量協会は、国土調査事業の啓蒙宣伝並びに会員の測量技術の向上を図り、もって国並びに地方公共団体等
の行う国土調査事業の推進に資することを目的として、国土調査に関する測量についての調査研究及び国土調査事業の普及宣伝の一
環として講習会、研修会の開催等を事業として実施している。
　そのため、地籍調査の主な実行機関である民間業者を会員としているが、公益社団法人であり、個々の民間業者の営利を追求する
ことなく、国土調査事業の推進を目的としているため、 も中立的な立場で業務を実施することが可能な団体であると言える。ま
た、地籍調査の各作業工程、特に測量工程についての調査及び研究を実施しており、一筆地測量など地籍調査特有の工程について
も知識を有している団体である。
　したがって業務を中立的に実施することが可能であり、地籍調査の各作業工程について十分な知識を有していることから、社団法
人日本国土調査測量協会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの(18年度以
降企画競争に移行）

公募手続
きを導入

471 （財）土地情報センター
平成１７年土地取引状況集計・製表業
務

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年8月2日 13,545,000

　平成１７年度以降、登記事務の電算化がなされた登記所の管轄地域における「電子化された登記情報」が法務省より提供されるこ
とを踏まえ、「平成１６年度土地取引状況集計・製表システム開発業務」において、既存のフォーマットに集計・製表するシステム
を開発してきたところである。
　本業務では、都道府県等ら報告される登記事務の未電算化地域における概況調査データのエラーチェックを行い、平成１７年８月
から月毎に提供される平成１７年４月以降の「電子化された登記情報」と統合し、都道府県等別に集計・製表を行うとともに、昨年
度開発したシステムを活用して土地取引１件毎に整備された土地の所在情報を基にした位置座標、区域区分等の付加を行うととも
に、今後より省力化が図られるようシステムの見直しを検討する。また、月毎に集計・製表した分析帳票及び個別データは国土交通
省公開サーバーで更新することで、都道府県等に提供する。
　本業務の実施に当たっては、土地取引規制基礎調査概況調査及びそのシステム、並びに、不動産登記に関する十分な知識を持つと
ともに、土地取引規制関連制度等に関する豊富な知識を有していることが必要である。
　財団法人土地情報センターは、地価に関する情報を始めとする土地に関する各種情報の収集及び分析を行い、土地取引の合理化そ
の他の土地政策の推進に寄与することを目的として設立された公益法人であり、土地取引制度に精通しているだけでなく、土地取引
の統計処理業務を効率的に遂行できる高度な技術を有している。
　また、これまで「平成１６年度土地取引状況集計・製表システム開発業務」を通じて、「電子化された登記情報」を活用した概況
調査システムに関するノウハウを有するとともに、「平成１７年度国土利用計画法関係調査システムに係る技術的支援業務」等を通
じて、都道府県等の調査実態を十分把握していることから、これらのノウハウは本業務において 大限活用すべきものである。
　以上の理由から、本業務を迅速かつ適切に遂行できる唯一の機関である財団法人土地情報センターと随意契約を締結するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（19年度
以降企画競争に移

行）

公募手続
きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
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在地
契約を締結した日
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472 （財）土地情報センター
土地取引状況の効果的な把握・分析に
関する開発・検討業務

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年8月2日 14,070,000

　平成１７年度以降、登記事務の電算化がなされた登記所の管轄地域における「電子化された登記情報」が法務省より提供されるこ
とを踏まえ、「平成１６年度土地取引状況集計・製表システム開発業務」において、既存のフォーマットに集計・製表するシステム
を開発してきたところである。
　本業務では、昨年度開発したフォーマットに加え、市町村別や字別の土地取引件数・面積の増減、地目別の土地取引状況等の基礎
的な分析手法の開発を行うとともに、「電子化された登記情報」を活用し、国土利用計画法に定める五地域と土地取引件数の急増地
域を重ねる手法、短期間での複数取引の状況等について把握する手法等を検討することとしている。
　本業務の実施に当たっては、土地取引規制基礎調査概況調査及びそのシステム、並びに、不動産登記に関する十分な知識を持つと
ともに、各種データとの重ね合わせによる分析を行うことから、土地政策一般、土地利用計画制度等に関する豊富な知識を有してい
ることが必要である。
　財団法人土地情報センターは、地価に関する情報を始めとする土地に関する各種情報の収集及び分析を行い、土地取引の合理化そ
の他の土地政策の推進に寄与することを目的として設立された公益法人であり、土地取引制度に精通しているだけでなく、土地取引
の統計処理業務を効率的に遂行できる高度な技術を有している。
　また、これまで「平成１６年度土地取引状況集計・製表システム開発業務」を通じて、「電子化された登記情報」を活用した概況
調査システムに関するノウハウを有するとともに、「平成１６年度土地取引規制関連調査分析検討業務」等を通じて、地理的動向把
握に関する技術方策等に関するノウハウも豊富であることから、これらのノウハウは本業務において 大限活用すべきものである。
　以上の理由から、本業務を迅速かつ適切に遂行できる唯一の機関である財団法人土地情報センターと随意契約を締結するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）
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473 （財）土地情報センター
平成１７年度国土利用計画法関係調査
分析検討業務

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年8月2日 15,015,000

　国土利用計画法の適正な運用のため、都道府県及び政令指定都市（以下、「都道府県等」）においては国土利用計画法関係調査を
実施しているところであり、国においてはこの調査結果をもとに土地取引の全国動向を把握し、土地政策に反映させるとともに、国
民への情報提供を行っているところである。
　こうした背景のもと、国では国土利用計画法関係調査を全国統一的手法による効率的な統計処理を実施するために、都道府県等に
対し各種調査システムを配布しており、現在、活用されている。
　本業務では、都道府県等に配布している各種の国土利用計画法関係調査システムの統合化の検討を行うとともに、土地取引規制実
態統計処理システム、遊休土地実態調査システム及び無届取引等事務処理システムの改修等を行う。
　本業務の実施に当たっては、国土利用計画法関係調査システム全ての内容について十分な知識を持ち、さらに都道府県及び政令指
定都市における調査実態を十分把握していることが不可欠であるとともに、土地取引規制関連制度等に関する豊富な知識を有してい
ることが必要である。
　財団法人土地情報センターは、地価に関する情報を始めとする土地に関する各種情報の収集及び分析を行い、土地取引の合理化そ
の他の土地政策の推進に寄与することを目的として設立された公益法人であり、土地取引制度に精通しているだけでなく、土地取引
の統計処理業務を効率的に遂行できる高度な技術を有している。
　また、これまで「平成１６年度土地取引規制関連調査分析検討業務」等を通じて、各種調査システムの開発に携わってきた実績が
あり、その蓄積されたの経験及びノウハウを本業務において 大限活用すべきものである。
　以上の理由から、本業務を迅速かつ適切に遂行できる唯一の機関である財団法人土地情報センターと随意契約を締結するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）
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474 （財）土地総合研究所
平成17年度企業の土地投資及び土地所
有・利用状況に関する調査

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年8月4日 28,980,000

本調査は、企業をとりまく社会経済環境が変化しているなかで、企業の土地投資動向及び土地所有・利用状況について経年的に把握
することで、土地政策の企画・立案に資することを目的とする基礎的調査である。具体的には、①上場企業を中心とした大企業に対
する土地投資動向及び土地市場の景況判断の収集（土地投資動向調査）、②土地の所有・利用に関する動向及び土地に対する意識の
把握、の２つの調査を行うが、これらの調査は、企業の土地市場における動向を把握するための基礎的かつ包括的調査であり、その
結果は、基礎資料として、これまでも広く土地政策の企画・立案、さらには、「土地に関する動向」（土地白書）にも活用されてき
たところである。
 なお、昨年度までは、上記①及び②の調査は別々に行われてきたが、今年度においては、調査結果を総合的に分析するため、「企業
の土地投資及び土地所有・利用状況に関する調査」として、企業の土地に関する動向を総合的に把握する調査として一体的に実施す
ることとした。「土地への投資動向に関する調査」の質問事項には、調査対象会社にとって業務の根幹に関わる極めて重要な情報も
含まれていることから、通常のアンケートにもまして、実施主体に高い中立性が要求される。加えて、これまでの調査結果及び課題
について検討・改善を行う必要があるが、財団法人土地総合研究所は、平成１２年度の検討委員会より当該調査に携わり一連の経緯
を熟知するとともに、当該調査の実施・分析のノウハウをもっている。また、今年度からは、「土地所有・利用状況等に関する企業
行動調査」を併せて実施することとなるが、これらの調査は、企業の土地に関する動向を把握するための基礎的なものであり、土地
政策の企画・立案に重要な役割を果たすものである。
 （財）土地総合研究所は、土地政策の推進、不動産業の振興及び不動産業にかかる事業の健全な発展に寄与することを目的とした公
益法人であり、これまでも土地政策の推進に重要な役割を果たしてきたところである。このため、土地政策の企画・立案の基礎とな
るべき当該調査を（財）土地総合研究所が実施することは、土地政策の円滑かつ効果的な企画・立案に寄与するものであり、（財）
土地総合研究所以外に当該調査の実施目的を果たせるものはない。従って、（財）土地総合研究所と随意契約を結ぶものである。
（会計法第２９条の３第４項）
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475 （社）全国国土調査協会
平成１７年度国土調査法第１９条第５
項等の指定・認証承認に係る資料作成
に関する業務（一式）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞ヶ関２－１－２

平成17年8月11日 9,250,500

　本業務を実施するにあたっては、資料及び数値データ作成とあわせて、審査に関する資料を作成することから、地籍調査作業規程
準則及び同運用基準に規定する地籍測量及び一筆地調査をはじめ、各測量事業の実施状況や地籍調査成果のGIS利活用等について専門
的な知識に精通していなければならない。
　社団法人全国国土調査協会は、各都道府県及び国土調査実施市町村等の国土調査に関係する法人又は個人から構成され、従来か
ら、地籍調査事業の促進、調査、研究、地籍業務の支援や講習会等を実施し、地籍調査の検査を支援する等豊富な実績と総合的に優
れた技術者を擁し、組織体制も整備されている。
　社団法人全国国土調査協会は、本業務を適正かつ効率的に遂行するにあたり十分に専門的な知識に精通し、かつ実施体制が整備さ
れている唯一の機関であることから、社団法人全国国土調査協会と随意契約を行うこととする。（会計法第２９条の３第４項）
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476 （財）土地情報センター
取引価格等土地情報の実査に関する業
務及び調査設計改修業務

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年8月31日 72,450,000

本業務の実施にあたっては、不動産取引及び不動産登記情報について精通し、大量データ処理のノウハウを有するとともに、アン
ケート調査に関して広い見識を持つ調査機関を選定する必要がある。さらに、大量の個人情報を扱うことになるため、適切なデータ
処理及び厳重なデータ管理を行う体制が整った調査機関を選定しなければならない。
財団法人土地情報センターは、昭和６１年に旧国土庁の所管法人として設立され、これまで、国、自治体等の委託を受け、数多くの
調査業務を実施している。平成５年度以降、国土利用計画法に基づく成約価格動向調査において、法務局より取得した登記情報を基
に売買当事者へのアンケート調査を行い、取引価格情報を収集するという本業務に類似した調査を実施しているため、本業務を遂行
するにあたって必須である不動産取引及び不動産登記情報について精通しており、大量データ処理についても豊富なノウハウを有し
ている。また、同法人は、法人土地基本調査に関し、平成５年度の調査開始当時から調査対象法人の名簿整備、調査票の作成・発送
等の業務を実施するとともに、企業の土地取得状況等に関する調査を平成１５年度から実施しているなど、アンケート調査全般に精
通している。
なお、本業務は守秘義務を伴うデータ処理を必要とするが、同法人は公益法人であるため、情報を営利目的に使用することはあり得
ず、また、先述した土地取引状況調査や法人土地基本調査、国土利用計画法に基づく届出等データの全国集計等の実績があることか
ら、厳重に管理できる体制が整っている。
また、今年度の取引価格等土地情報の実査は、平成16年度に実施した「取引価格等土地情報の実査に関する基本設計等業務」を前提
としたものであり、実質的には一体的かつ連続した業務といえる。
　したがって、今年度の実査を効率的・合理的に行うためには、前年度の受託者と同一とすることが必要である。
これらの条件を兼ね備え、本業務を適切に行うことができる者と契約する必要があるため、財団法人土地情報センターと随意契約を
結ぶものとする。（会計法第２９条の３第４項）
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477 （財）土地情報センター
平成１７年度土地保有移動調査及び調
査母集団収集方法変更に伴う効率的な
調査集計方法検討業務

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年9月1日 17,960,720

本調査は、調査対象数が約20,000と統計調査としては規模が大きく、調査事項は、取引動機、取引価格など個人の秘密に属する事項
であり、国が行う統計調査としての確保が求められる。また、調査母集団変更方法に伴う効率的な調査収集方法を検討するために
は、本業務の調査母集団である土地取引規制基礎調査の内容に精通し、同調査の統計処理システムを整備していることが必要不可欠
である。契約相手方の選定にあたっては、平成16年度事業所・企業統計における全国の情報サービス業約26.000事業所の中から、下
記の理由により財団法人土地情報センターを選定した。本業務を遂行するにあたっては、専任スタッフ３名以上を 低限必要とし、
業務の代替、事業の安定性の担保から、従業員の１割程度の職員を本業務に従事させることのできる従業員数３０名以上の規模が適
当と考えられる。従業員３０名以上の情報サービス業者は事業所・企業統計によると約5800事業所あり、土地に関する情報サービス
を提供しているのは、約１００社程度と言われている。このうち、国の行う土地に関する統計調査を行っているのは６法人ある。こ
の中で、財団法人土地情報センターは、土地に関連する国の規模の大きな統計調査を様々に請負った実績があり、また、土地取引規
制基礎調査の統計処理業務を通じて、同法人は本業務の調査母集団となる土地取引規制基礎調査の統計処理システムを整備してお
り、調査母集団収集方法変更に伴う調査集計方法の検討を行う要件を満たしている。よって、本調査と調査母集団収集方法変更に伴
う効率的な調査集計方法の検討を併せて遂行できる事業所は他になく、本業務を同法人との随意契約としたもの。（会計法第２９条
の３第４項）
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478 （財）土地総合研究所
平成１７年度韓国、台湾等における土
地利用に関する調査

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年9月1日 8,341,200

　本業務では、アジア諸国のうち、特にその動向が注目され、我が国との関係が深い地域である、韓国、台湾等を対象に、土地取引
規制制度の評価と不動産取引形態の多様化への対応、非都市地域における土地利用政策及び土地利用における情報化政策について、
現地調査を含む詳細調査を実施するものである。また、本業務は、韓国、中国、台湾及び主なＡＳＥＡＮ諸国を対象に実施した、昨
年度業務「アジア諸国における土地利用制度に関する調査」における調査結果を踏まえて、我が国との比較や 新動向の把握の観点
から、特に重要である韓国、台湾等についてポイントを絞り詳細調査を実施するものである。
　従って、本業務の実施に当たっては、昨年度業務「アジア諸国における土地利用制度に関する調査」において実施した内容を十分
把握しており、調査が重複することなく効率的に業務を実施することが求められ、さらに、現在のアジア諸国における土地利用制度
の体系、土地を巡る動向、課題等の各国の諸事情及び、国内の土地利用に関する制度・実態にも精通していることが必要である。
　本業務の請負先である財団法人土地総合研究所は、海外事情に関して豊富な情報、知見を有しており、また、アジア諸国における
土地利用政策、地域開発政策に関連した諸事情にも精通していることから、昨年度業務「アジア諸国における土地利用制度に関する
調査」を請負い、優れた調査報告を行っている。本業務は、昨年度業務を前提及び基礎として、さらに調査・検討するものであり、
両者を一体的に行うことにより効率的・効果的な結果を得ることができる。また、本業務において対象としている地域については、
昨年度業務以外にも、「韓国の土地政策」、「韓国の住宅・都市・土地」をはじめとするすぐれた自主研究を行っている。
　さらに、我が国の国土利用の状況や土地政策の課題についても、旧国土庁や国土交通省から、土地白書関連の調査を受託するとと
もに、国土利用計画法や土地利用基本計画に関する調査も多く受託するなど、諸事情に精通しており、我が国との比較検討において
も十分な知見を有している。
　以上のことから、財団法人土地総合研究所は本業務を実施する上で必要な知識を十分有しており、かつ、このような多分野にわた
る業務を着実に履行できる知見を有しているのは、唯一、同研究所だけであることから、同研究所を請負先として随意契約するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）
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479
（社）日本国土調査測量
協会

平成１７年度地籍調査成果の利活用
適化に関する検討業務（一式）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年9月1日 6,195,000

　本業務の実施に当たっては、地籍調査業務とその手続き、地籍調査成果のフォーマット、数値情報化及びＧＩＳへの利活用、 新
の地籍調査関連の情報技術等について深い知識が必要であり、また、学識経験者等からなる検討委員会を円滑かつ効率的に運営する
ことができなければならない。
　社団法人日本国土調査測量協会は、国土調査に関する測量、地籍調査事業全般の各調査や手法等、及びＧＩＳの調査研究を行って
おり、これまでに平成１０年度から１２年度において国土庁フォーマット検討調査業務を実施しており、その成果は１３年度に改正
され新たなフォーマット形式（地籍フォーマット２０００）として活用されている。また、平成１３年度においては地籍活用ＧＩＳ
マニュアルの検討業務を実施、平成１４年度から１６年度においては地籍調査成果の「ＩＴ対応利活用委員会」に関する業務を実施
する等十分な実績を有しており、他者では容易に持ち得ないノウハウを蓄積している。
　また、同協会は、国土調査事業の普及宣伝などを目的としており、地籍調査について十分な知識と経験を有し、地籍調査関連業務
の 新の情報技術についても深い知識を持っている団体である。
　したがって、本業務について十分な知見を有し、検討委員会の円滑かつ効率的な運営を行うことができる唯一の者であることか
ら、社団法人日本国土調査測量協会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの(18年度以
降企画競争に移行）

公募手続
きを導入
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480 （財）土地総合研究所
「国際土地政策フォーラム」開催等業
務

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年9月5日 16,485,000

本フォーラムを遂行するにあたっては、我が国の土地問題、不動産投資市場に関する専門知識を有するのみならず、海外における動
向にも精通していることが求められる。また、国内及び海外からも専門家を招請するため、より幅広い人材情報等を有することによ
り、これら専門家を招請できることが不可欠である。さらに、会場のせっティングや広報など、本フォーラムを開催するためのノウ
ハウを有していることが必要。同法人は、設立以来、種々の調査研究を通じて、国内のみならず諸外国の土地問題、不動産投資市場
の動向に関しても専門知識を有している。また、各種の講演会等の開催を通じて、本フォーラムを開催するノウハウを有するととも
に、国内外の研究機関等とのつながりも深く、海外も含む専門家の人材情報を他の団体よりも幅広く収集していることから、海外の
専門家を招請することができる。さらに、本業務については、平成１４年度に同法人と共に検討を重ねた「不動産投資インデックス
ガイドライン」の内容も踏まえた議論を行うものであり、同法人の知見は必要不可欠なものとなる。以上のことから、フォーラムを
開催するノウハウを有し、かつ「不動産投資インデックスガイドライン」に関する知見を有している団体は他にない。よって、同法
人と随意契約を結んだものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
以降企画競争に移

行）

公募手続
きを導入

481
（財）国土技術研究セン
ター

第６次宅地需給見通し策定等に関する
検討調査（一式）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年9月6日 15,225,000

　昨今の社会情勢の変化として、人口や世帯数の逓減と少子高齢化、経済の低成長、ライフスタイルや価値観の多様化等が上げられ
るが、宅地の需給は大きくこれらに左右されると考えられ、現在、国土審議会土地政策分科会企画部会報告（案）でも、「土地政策
の再構築」を掲げ、“宅地供給施策の見直し”が必要な旨、提言をとりまとめ中である。さらに、平成１６年度土地政策課調査「中
長期的な宅地の需給動向の予測に係る調査」においても、再開発的土地利用転換が進んでいることが、新規の宅地供給に大きな影響
を与える可能性が高いことが把握された。
　こうした宅地の需給構造の変化を受け、本調査では、社会情勢に即した新たな見通し及び供給量の推計を行うための手法を検討す
るとともに、宅地の再開発的土地利用転換の現状を把握するための調査分析を行い、「第６次見通し」の策定とそれに対応する宅地
供給量の推計方法を設定することを目的とする。よって、検討の実施に当たっては、宅地関連分野に関する広範な情報収集及び分析
能力を有することが必要である。
　(財)国土技術研究センターは、地域整備・都市整備等の構想及びマスタープラン等の立案並びにこれらに必要な調査研究を始めと
し、わが国における建設技術発展の支柱となり、国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合的、かつ、効果的に行
うことをもって国民福祉の向上に寄与することを目的として設立された公益法人である。これまでの研究実績には、国及び地方公共
団体より、政策立案のための基礎的な資料の作成や、都市部から郊外部にわたる住宅宅地行政に関する業務を幅広く受託しているほ
か、社会情勢の変化を把握し、豊かで住み良い国土を創造していくための業務を独自に展開している。
　本調査は、前述の平成１６年度「中長期的な宅地の需給動向の予測に係る調査」で得た成果を基礎とし、引き続く調査として更な
る検討を行うものである。１６年度は、住宅宅地関連分野に関する高度な専門知識及び豊富な経験を有することから、(財)国土技術
研究センターと契約を行った。本調査は、１６年度調査と実質上一体的なものであり、効率的かつ効果的な業務を実施するために
は、当該センター以外に業務を受託すべき適正な法人は他になく、(財)国土技術研究センターと随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から企画競争に移

行）

公募手続
きを導入

482
（財）都市農地活用支援
センター

都市農地を活用した良好なまちづくり
に関する検討調査（一式）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年9月6日 18,509,400

　市街化区域内に存在する都市農地については、平成３年の生産緑地法改正により、保全すべき農地と宅地化すべき農地に区分され
てから１５年近くが経過した。しかしながら、いまだ宅地化すべき農地として相当量が存在しており、こうした市街化区域内農地に
ついては、接道条件の悪さからくる今後の面的整備の難しさが指摘されている。また、宅地として転用された農地についても、良好
なまちづくりに十分活かされているものばかりではない。一方で、近年、都市農地については、その多面的機能が改めて注目されて
いる。
　国土交通省では、都市農地の現状と経年変化を把握するため、賦存する市街化区域内農地に関する特性や農地転用の経年変化をＧ
ＩＳデータ等により分析する調査を平成１３年度に行った。１６年度は、都市農地に対する指摘と認識の変化を受け、１３年度調査
を元とし、「都市農地の土地利用転換等の現況に関する調査」により、東京都の都市農地について経年変化を把握した。１７年度
は、１６年度に引き続き１３年度調査を元として、神奈川県の都市農地の経年変化を把握するとともに、その多面的機能に着目した
活用事例の収集と普及を行い、双方の結果から、今後の都市農地の活用方策について基礎的検討を行うことを目的とする。よって、
検討の実施に当たっては、ＧＩＳデータに精通すると共に、都市農地に関する深い見識と、広範な情報収集及び分析能力を有するこ
とが必要不可欠である。
　(財)都市農地活用支援センターは、都市農地の計画的な利用のための調査研究、事業支援、居住環境の維持改善、普及啓発等を行
うことで、良好な住宅地の形成を図り、もって国民の住生活の向上に寄与することを目的として設立された公益法人である。当セン
ターはこれまでに、国及び地方公共団体より、都市農地の現況、活用方法、活用計画等に関する調査研究業務を幅広く受託するとと
もに、都市農地に係わる関係団体であるＪＡや地方公共団体等との連携により、良好なまちづくりに向けた普及業務を行ってきた。
　１３年度及び１６年度調査に際しては、都市農地に関する高度な専門知識と技術及び、豊富な経験を有する唯一の団体であること
と、既存調査のデータを元にして経年変化を捉える継続作業であることから、(財)都市農地活用支援センターと契約を行った。本調
査は、１６年度調査と事実上一体的なものであり、効率的かつ効果的な業務を実施するためには、当該センター以外に業務を受託す
べき適正な法人は他にはなく、(財)都市農地活用支援センターと随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から企画競争に移

行）

公募手続
きを導入

483 （社）全国国土調査協会
都市再生街区基本調査成果の活用に当
たっての検討業務（一式）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年10月3日 55,996,500

　今回の業務の請負先としては、筆界情報の収集に伴い市町村からの情報を円滑に収集が可能であること、また、地籍調査事業の進
捗を進めることが可能となる調査手法の検討を行えることが条件となる。
　社団法人全国国土調査協会は、国土調査に関する事業の推進に努め、国土の総合開発及び保全並びにその利用の高度化に寄与する
ことを目的に、昭和28年に設立され、以来一貫して都道府県及び市町村等に対する技術的援助、都道府県及び市町村職員等を対象と
した講習会の開催、国土調査に関する調査研究等、国土調査の推進活動を行っている。また、同協会は下部組織として全国９ブロッ
クの連絡協議会及び各都道府県推進協議会を擁しており、国土調査事業の推進に指導的役割を担っている団体である。
　当協会は地籍調査実施中の市区町村を会員としているため、市町村からの情報収集を円滑かつ効率的に実施することが可能であ
る。
　また、市町村から地籍調査の受託も行い、事業として「国土調査事業に関する調査、研究」を掲げているため、地籍調査に関する
理解も相当深く、地籍調査事業の進捗を進めるための調査研究が実施可能である。
　よって、市町村からの情報を円滑に収集が可能であり、地籍調査をより円滑に実施することが可能な手法の検討を行うことが出来
る唯一の団体であることから、社団法人全国国土調査協会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの
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484 （財）土地総合研究所
不動産投資の構造変化を踏まえた土地
税制のあり方に関する調査（一式）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年10月11日 19,950,000

　本業務は、バブル崩壊以降、土地市場がキャピタルゲインからインカムゲイン重視へと変化する中で、不動産市場の構造変化、投
資行動の変化の実態を踏まえて、平成１８年度における不動産税制の特例措置の延長要望、ポストバブル後の中長期的な不動産税制
のあり方について検討することを目的として実施するものである。
　このため、契約の相手方としては、不動産関連税制に関する広範かつ専門的な知見のみならず、不動産投資市場の現状把握、個別
の不動産物件に係る課税実態等についての情報収集・分析能力が不可欠である。
　財団法人土地総合研究所は、平成４年３月に土地に係る諸問題、不動産市場、不動産等に関する調査研究を行うこと等により、土
地政策の推進、不動産業の振興及び不動産に係る事業の健全な発展に寄与することを目的として設立された公益法人である。これま
で同研究所は、諸外国の土地問題、不動産市場、地価動向等、多岐の分野にわたりさまざまな調査を行い、それぞれの分野について
専門的かつ総合的な検討を加え、十分な実績を上げている。
　特に、同研究所は、土地関連税制に係る調査について数多く受託しており（平成１１年度国土庁委託調査「保有課税の負担のあり
方に関する調査」、平成１４年度国土交通省委託調査「今後の土地税制のあり方に関する調査」、平成１６年度国土交通省委託調査
「不動産関連諸税に関する国際比較調査」、「不動産と金融との融合等に対応した土地に関する諸制度の検証に関する調査」等）、
土地政策及び土地税制全般に関する相当程度の知見の蓄積及び必要な情報を適切に入手、分析するためのノウハウや人脈を有するも
のと認められる。
　中でも、平成１４年度国土交通省委託調査「今後の土地税制のあり方に関する調査」（以下「前回調査」という。）を受託した実
績があるため、不動産関連諸税に係る制度実態等について既に広範かつ専門的な知見を有していると認められる上、本業務は、これ
までの不動産関連税制に係る調査により得られた税制の現状、制度の主旨・背景・沿革等の基礎的データの収集・整理及び分析に加
え、その後の税制改正の結果や 新データの追加等を行う面もあることから、今回の調査は実質的に前回調査と一体とみることがで
きる。したがって、前回調査を含め本業務に関連する調査を数多く受託している同研究所に実施させることが、調査の継続性という
観点からも も合理的かつ効率的である。
　以上のことから、本業務を も適切かつ効率的に遂行できるのは、同研究所以外にないため、財団法人土地総合研究所と随意契約
を行う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から企画競争に移

行）

公募手続
きを導入

485
（財）国土技術研究セン
ター

新住宅市街地開発事業等に関する調査
（一式）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年10月11日 56,175,000

　本調査では、新住事業およびその他の住宅宅地整備手法の課題とその分析等に精通していること、これまでの実績を踏まえた新住
事業をはじめとする住宅宅地整備全般のデータを持っていること、さらには幅広い関係者の意向・ニーズ等を把握し分析する能力を
保有することが求められる。
　(財)国土技術研究センターは、わが国における建設技術発展の支柱となり、もって国民福祉の向上に寄与することを目的として設
立された公益法人である。住宅・社会資本整備に係る政策的・技術的課題について、総合的・先行的な調査研究を実施してきてい
る。
　また、当センターはこれまでに、「新住宅市街地開発事業に関する調査」（Ｈ１６；国土交通省)、「高度経済成長期に開発された
郊外住宅地の現状等に関する調査」（Ｈ１５；国土交通省）、「わが国のニュータウンの総括に関する調査研究」(Ｈ１５；国土交通
省)、「住宅宅地関連公共施設整備促進事業の効果分析調査」（Ｈ１０；国土交通省)等、ニュータウンに関する基礎的な資料の作成
や地域の特性に対応した住宅整備、宅地開発に関する業務を幅広く受託しているほか、多様化する国民のニーズを正しく把握すると
ともに、幅広い関係者の意向・ニーズを正しく把握・分析し、豊かで住み良い国土を創造していくための業務を独自に展開してい
る。
　このように当センターは、本業務で必要とされる新住事業等の住宅宅地整備に関する豊富な経験に基づく高度な専門知識及び、広
範な情報の収集並びに分析の能力を有している。
　よって、本業務を的確かつ効率的に実施できる唯一の団体である(財)国土技術研究センターと随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から企画競争に移

行）

公募手続
きを導入

486 （財）土地総合研究所
土地政策に関するナレッジベース保守
管理等業務（一式）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年10月12日 13,335,000

　本業務は、国・地方公共団体による土地政策の企画・立案を支援するため、わが国における土地政策に関する総合的な情報を分
類・整理した上でデータベースとして整理し、土地政策担当者等の間での意見交換の場を提供するシステムを運営することを目的と
するとともに、これまで断片的・地域的にしか保有してこなかった土地政策に関連して行われた調査研究実績による情報や資料を国
及び地方公共団体の土地政策担当者間で広く共有し、双方向的に交換することにより、効果的な土地政策の円滑な推進を図ることを
目的とするものである。このようなナレッジベースを整理・運用していくためには、土地をめぐる現下の状況と土地政策に関する幅
広い知見だけでなく、国、地方公共団体における土地政策担当者との深いつながりや、そうした担当者に対して提供するコンテンツ
としての土地政策に関連する調査研究の実績が必要となる。
　財団法人土地総合研究所は、平成４年３月に、土地に係る諸問題、不動産市場、不動産等に関する調査研究を行うこと等により、
土地政策の推進、不動産業の振興及び不動産に係る事業の健全な発展に寄与することを目的地として設立された公益法人である。
　同研究所は、本システムのデータベース化に平成１３年度当初から昨年度まで引き続き本システムの保守・管理も請け負ってお
り、本業務はこれまでの業務と実質上一体的といえる。
　また、本システムに精通しているだけでなく、本システムの保守・管理を通じて、既に著しく多数の地方公共団体の土地政策担当
者とのつながりも有している。さらに同研究所は、行政機関及び、不動産業界、建設業界、金融業界の主要企業からの職員で構成さ
れ、行政及び業界の専門的な視野に立ち研究を行っており、土地行政をはじめとして、土地問題に関する種々の調査研究として、地
価動向、土地政策一般、土地利用計画、土地税制、諸外国の土地問題、不動産市場等、多岐の分野にわたり、約３００件の研究を
行っているため、土地政策や土地を巡る状況に関する豊富な調査研究実績を有している。こうした実績や情報の蓄積を活用して、今
年度は本システムの掲載用コンテンツの拡充として、①メールマガジン配信、②報告書データベース構築、③簡易型検索エンジン構
築を行うこととしている。
　以上のことから、本事業遂行にあたり、 も適切かつ効率的に実施できるのは、財団法人土地総合研究所であるため、同研究所と
随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）
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487 （財）土地総合研究所
土地政策の法体系等に関する基礎的調
査業務（一式）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年10月12日 19,950,000

　本事業は、地価高騰期やバブル形成時期にその骨格が形成された現行の土地基本法体系を中心とした土地政策体系に関して、バブ
ル崩壊、地価下落、少子高齢化と人口減少時代の始まり等社会経済状況の大きな変化を踏まえ、その基本理念、主体別の責務、基本
施策等の観点について、基礎的な文献資料、研究者による課題研究成果の収集、学識経験者による検証等を行うことにより、土地政
策体系の現状や今後のあり方について基礎的な整理・検討を行うものである。
　このため、契約の相手方としては、法制度をはじめとした土地政策に関する広範かつ専門的な知見のみならず、土地を巡る社会経
済情勢、土地市場の動向、土地利用の実態等についての情報収集・分析能力を有する者であることが必要である。
　財団法人土地総合研究所は、平成４年３月に、土地に係る諸問題、不動産市場、不動産業等に関する調査研究を行うこと等によ
り、土地政策の推進、不動産業の振興及び不動産に係る事業の健全な発展に貢献し、もって国民生活の向上に寄与することを目的と
して、(社)不動産協会、(社)日本不動産鑑定協会等の不動産関連団体、及び(社)生命保険協会、(社)損害保険協会、都市銀行、信託
銀行等の金融機関等の出損により、国土交通省（国土庁、建設省）の認可により設立された公益法人である。
　また、行政機関及び、不動産業界、建設業界、金融業界の主要企業からの職員で構成され、行政及び業界の専門的な視野に立ち研
究を行っており、土地行政をはじめとして、土地問題に関する種々の調査研究として、地価動向、土地政策一般、土地利用計画、土
地税制、諸外国の土地問題、不動産市場等、多岐の分野にわたり、約３００件の研究を行っている。特に、土地制度全般に関する調
査としては、土地制度の経緯に関する調査、土地と経済に関する調査、社会経済構造の変化を踏まえた中長期的な土地政策のあり方
に関する調査などを手がけた実績がある。土地利用の実態に関する調査としては、土地基本調査に係る集計・分析等調査検討、土地
の有効利用のための密集・混在市街地の再編方策調査、地価の長期変動動向に関する分析調査、広域的土地利用調整に係る土地利用
計画調査、地価分析に関する調査としては、地価形成と実体経済の関連性に関する調査、短期地価動向調査、地価形成メカニズムの
動学分析、などを手掛けた実績がある。また、有識者を含めた研究会としては、土地問題研究会、経済社会情勢の変化と土地問題に
関する研究会などを主催した実績がある。特に平成１０年度より土地関係研究者育成支援事業を行ってきており、本事業はこれらの事
　また、土地行政をはじめとする調査研究において学界、不動産業界とのつながりも深く、土地を含めた不動産全般に対し研究成果も
　以上のことから、本事業遂行にあたり、財団法人土地総合研究所が も効率的かつ適正に実施できる機関であることから、同研究所
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488
（財）日本建設情報総合
センター

市区町における都市再生街区基本調査
成果の利活用推進に資する検討業務
（一式）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年10月21日 15,640,800

　本業務内容は、街区基準点等の都市再生街区基本調査成果の利活用推進に資するため、街区基準点等を利活用することによって、
市区町にどの程度経済的・人員的なメリットが生じるかの分析を行い、街区基準点等を維持管理することの利点を明らかにするもの
である。現時点ではこの業務にて作成した広報資料を２月に開催される都道府県連絡調整会議にて市区町に説明する予定であるた
め、市区町の各部局等からのヒアリング及びＧＩＳを導入する際の経費等の算出を短期間のうちに円滑かつ効率的に実施することが
可能であることが条件となる。
　財団法人日本建設情報総合センターは、情報化の進展と変革の要請等に的確に対応するため、産学官と連携し、また 新の情報技
術を効果的に導入しながら、情報システムの研究開発、建設情報の提供、情報化の啓発・普及、建設マネジメント技術の向上を図る
等、建設分野の情報化に関する諸事業を展開している団体であり、事業として建設情報システム等の調査研究及び普及促進などを実
施している。
　今回の業務では短期間のうちに都市再生街区基本調査の成果を市区町に説明する必要があるが、財団法人日本建設情報総合セン
ターは、ＧＩＳに関しては行政支援ＧＩＳの開発やＧＩＳの普及に関する活動等を行っており、その際に市区町の各部局へのヒアリ
ングや導入する際の経費等の算出を実施しているため、短期間のうちに円滑かつ効率的にヒアリングを実施する手法や経費等の算出
を行う手法を確立しており、短期間のうちに本業務を実施することが可能である。
　加えて、「平成１６年度都市再生街区基本調査成果の活用に関するシステム検討業務」（以下単に「平成１６年度業務」とい
う。）を受託し、成果の活用に資する検討を実施しているため、平成１６年度業務を前提として今回の業務を進める必要があり、今
回の業務と平成１６年度業務は実質的に一体的な業務であると言える。そのため、平成１６年度業務を受託した財団法人日本建設情
報総合センターは本業務を円滑かつ効率的に実施することが可能であると言える。
　したがって、短期間のうちに円滑かつ効率的に業務実施を行うことができるの団体であり、かつ、平成１６年度業務の継続性より
財団法人日本建設情報総合センターと随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

　

489 （財）土地総合研究所
土地基本調査総合報告書に係る分析等
業務

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年10月31日 39,988,200

土地、不動産をめぐる企業の動向等について調査研究を実施しており、土地・不動産に関して豊富な情報と知見及び分析能力を有し
ている。また過去2回の土地基本調査においては企画・設計及び調査研究など調査の骨格に係る部分を請け負った経緯があり、土地基
本調査の調査体系、及び各項目の関連を熟知している。更に本調査の調査項目・集計内容等の詳細な知識と集計結果審査を行うにあ
たり、土地資産額推計、時系列分析、企業の土地取得状況等の分析、ベンチマークデータに基づいた集計結果審査を行った実績を有
している。このように同財団は平成16年度に実施した「土地基本調査（法人土地・法人建物）結果集計及び審査業務」「土地基本調
査に係る資産額推計手法等検討業務」及び今年度実施した「土地基本調査確報に係る分析等業務」を請け負っており、本業務である
「土地基本調査総合報告書に係る分析等業務」は、これらの業務を前提に更なる分析を行うことから、実質的には一連の業務に位置
づけられるものと考えられる。なお、このような実績を有する団体は同財団の他にはない。（会計法第２９条の３第４項）
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公募手続
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490 （財）土地総合研究所
　平成１７年度　取引価格等土地情報
の加
　工・提供に関する業務

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年11月7日 81,081,000

　本業務は、取引価格等の調査に関する作業のうち、取引価格調査により収集した取引事例のデータ集計等、情報提供にかかる作業
を実施するとともに、来年度以降の作業の改良方策検討することを目的とする。
　本業務の実施にあたっては、不動産市場に関する幅広い知識を有し、不動産取引の実態について精通するとともに大量データ処理
のノウハウを有する調査機関を選定する必要がある。さらに、大量の個人情報を扱うことになるため、適切なデータ処理及び厳重な
データ管理を行う体制が整った調査機関を選定しなければならない。
　財団法人土地総合研究所は、平成１５年度に、土地情報の整備・提供のあり方等を審議することを目的に設置した土地情報ワーキ
ンググループの検討に資するため「土地情報の収集・提供方策に関するフィージビリティスタディ調査」を受託し、良好な成果をあ
げている。
　さらに平成１６年度に「取引価格等土地情報の提供方策検討調査」を受託し、取引価格情報等の提供に向けて、そのデータ集計方
法、市場データの提供形式の開発等の調査を行っている。今年度の業務は昨年度の調査結果を踏まえ、取引価格調査により収集した
取引事例のデータ集計、分析、情報提供にかかる作業を実施するもであり、昨年度の業務と実質的には一体的かつ連続した業務とい
える。
　したがって、今年度の実査を効率的・合理的に行うためには、前年度の受託者と同一とすることが必要である。
　さらに、同法人は公益法人であるため、情報を営利目的に使用することはあり得ず、本業務で取り扱う守秘義務を伴う情報を厳重
に管理することができる。
　これらの条件を兼ね備えた機関は他になく、本業務を行うことができる唯一の機関である財団法人土地総合研所と随意契約を結ぶ
ものとする。（会計法第２９条の３第４項）
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491 （財）土地総合研究所
土地等の流動化の実態及び土地市場に
ける資金フローの実態に関する調査

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年11月11日 17,010,000

本調査は、近年の信託受益権等を活用した土地流動化の実態を把握するとともに、土地市場の規模を表す資金の流れについて推計す
ることにより、「土地に関する動向」（土地白書）における分析や、今後の土地政策の企画・立案の基礎資料として活用するため行
うものである。
本調査の実施にあたっては、土地市場全般に関連する各種市場に対するマクロ的な専門知識、データ、経験等が必要であるだけでな
く、土地政策にも精通している必要がある。
また、土地市場における資金フロー実態に関する調査については、推計方法に改良を加えながら、経年的に行われてきたものであ
り、その実施においては、これまでの蓄積が非常に重要である。
財団法人土地総合研究所は、土地をめぐる諸問題に関する専門知識及び分析能力を有し、土地・不動産に関する総合的な調査・研究
についての多くの実績がある。また、当研究所は、土地に係る諸問題、不動産市場、不動産業等に関する調査研究等を行うことによ
り、土地施策の推進、不動産業の振興及び不動産に係る事業の健全な発展に寄与することを目的とする公益法人であり、高い政策性
を有している。特に、土地市場における資金フローの実態に関する調査の実施については、過去の分析方法等経緯を踏まえ新たな推
計方法の検討等を行う必要があり、平成１５年度及び１６年度で実施した「土地の流動化及び資金フローの実態に関する調査」を前
提としたものであり、実質的には一体的かつ連続した業務といえるため、今年度の調査を効率的・合理的に行うためには同一の受託
者とすることが必要である。
以上のことから、本調査の特性及びこれまでの実績等を総合的に勘案して、本調査を も適切かつ効果的・合理的に実施できるの
は、財団法人土地総合研究所のみであり、本調査の請負契約については財団法人土地総合研究所との随意契約とする｡（会計法第２９
条の３第４項）
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公募手続
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492
（社）日本国土調査測量
協会

平成１７年度都市再生街区基本調査成
果の活用に関する検討業務（一式）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年11月11日 67,200,000

今回の業務の請負先としては、地籍整備に資する測量手法の検討が実施可能であり、都市再生街区基本調査及びその成果について十
分な知識を有し、また知見を有する委員で構成される検討委員会の運営を円滑にかつ効率的に行えることが条件となる。
　社団法人日本国土調査測量協会は、地籍調査を実施する民間業者を会員とする団体であり、国土調査事業の啓蒙宣伝並びに会員の
測量技術の向上を図り、もって国並びに地方公共団体等の行う国土調査事業の推進に資することを目的として、国土調査に関する測
量についての調査研究及び国土調査事業の普及宣伝の一環として講習会、研修会の開催等を事業として実施している。
　今回の検討では国家座標と結び付いていない土地区画整理事業等において作成された図面を国土調査法19条5項に規定される指定を
受け、登記所の正式な地図とすることを目的の一つとしており、そのためには国家座標と結びついていない図面を国家座標と結びつ
ける測量手法に関する技術的提案が可能であるとともに、作成した図面に系統的な誤差が生じている場合に、国土調査法施行令第６
条の誤差の範囲に図面を補正する技術が必要となる。社団法人日本国土調査測量協会は、地籍の測量工程についての調査及び研究を
実施し、平成１６年度「成果不整合地域における実証実験に関する業務」を受注し地籍調査成果の系統的な誤差を補正する技術を開
発しているため、単に国家座標と結びつけるのではなく、国土調査法施行令第６条の誤差の範囲からはずれることがないように調整
をしつつ国家座標と結びつける測量手法に関する技術的提案を実施することが可能なため、地籍整備に関する測量手法の検討が可能
である団体と言える。また、今回の検討では都市再生街区基本調査成果の分析・解析を行うに当たって、都市再生街区基本調査がど
のような手法により実施されており、成果にどのような情報を含んでいるか理解している必要性があるが、社団法人日本国土調査測
量協会は都市再生街区基本調査を実施するための検討業務である平成１５年度「道路台帳等活用モデル事業に関する業務」に関わり
（検討委員として参加）、その後都市再生街区基本調査実施中にも技術的助言を行っているため、都市再生街区基本調査及びその成
果について十分な知識を有していると言える。さらに、「平成１６年度都市再生街区基本調査成果の活用に関する検討業務」（以下
単に「平成１６年度業務」という。）を受託し、委員会の運営の経験があり、良好な成果を収めている。
　加えて、平成１６年度業務は土地区画整理事業実施地区の図面を登記所の正式な地図とすることが技術的に
可能であるかどうかの検討を実施しているため、今回の業務は平成１６年度業務を前提とするものであり、今
回の業務と平成１６年度業務は実質的に一体的なものである。そのため、平成１６年度業務を受託した社団法
人日本国土調査測量協会は本業務を円滑かつ効率的に実施することが可能であると言える。
　したがって地籍整備に資する測量手法の検討が実施可能であり、都市再生街区基本調査及びその成果につい
て十分な知識を有し、また知見を有する委員で構成される検討委員会の運営を円滑にかつ効率的に行うことが
できる団体であり、かつ、平成１６年度業務からの継続性より社団法人日本国土調査測量協会と随意契約を行
うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

　

493 （財）土地総合研究所
平成１７年度不動産投資インデックス
の普及促進に関する調査

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年11月17日 14,280,000

財団法人土地総合研究所は、平成１３、１４年度に請負った「不動産投資インデックス整備に関する調査」において、不動産投資イ
ンデックスを整備するための方策について検討し、その成果を基に「不動産投資インデックスガイドライン」は作成されたものであ
る。さらに、平成１６年度には「不動産投資インデックスの普及促進に関する調査」を請負い、「不動産投資インデックス」公表後
の国内インデックス普及状況に関する調査、海外インデックス調査、投資家ヒアリング等を通じて、国際レベルでの不動産投資イン
デックス普及に向けての課題を抽出したところである。本調査はこれらの不動産投資インデックスに関する一連の調査内容を踏ま
え、課題克服に向けた具体の方策を引き続き検討していくものであり、これまでの調査成果と一体的かつ連続的に行う必要がある。
以上のことから、調査成果の連続性を保ち、本調査を も効率的・合理的に実施できるのは、同法人であることから、随意契約とし
たものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
契約から企画競争に

移行）

公募手続
きを導入

494 （財）土地総合研究所
土地基本調査予備調査に係る基本設計
等業務

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年11月18日 70,984,200

土地・建物の所有・利用の動向把握をはじめ、土地問題等に関する各種調査・研究を数多く実施し、土地・不動産に関して豊富な情
報と知見を有していることが認められる。また、過去2回の調査において企画・設計業務の骨格に係る部分に携わっており調査の経
緯、調査体系、調査項目の関連を熟知するとともに、基本調査関連業務として「回答傾向の分析」「資産額推計手法」「プレプリン
ト方式の検証」「確報に係る集計結果分析」等様々な視点から調査研究を行っており、各種データの蓄積を有している。また基本設
計を踏まえた各システムの設計・開発業務及び電子調査票設計業務において土地、建物について深い知見を有する人材とこれらの設
計・開発に必要な作業環境も具備している。当該研究所に蓄積されているこれらの調査実績、関連調査研究結果及び実施体制は、本
業務の効率的かつ効果的な実施に極めて有用である。更に今年度同財団で実施している「土地基本調査結果の高度利用及び次回調査
の設計・検討業務」は平成15年調査の検証及び評価を踏まえて、次回調査設計に向けた検討を行っており、実質的には一体的かつ連
続した業務である。以上のことから、業務目的の達成を見込める団体は他に存在しない。（会計法第２９条の３第４項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（適時企

画競争に移行）

公募手続
きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
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495 （社）全国治水砂防協会
平成17年不動産鑑定士試験第3次試験
会場の賃借（東京）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年11月24日 1,536,688

不動産鑑定士試験第３次試験の試験日程は毎年前年の１２月に開催される土地鑑定委員会で決定されることとなっているが、１年前
から試験の実施を決定していても、実際の会場を借り上げる時には、既に会場は埋まっている状況にある。仮に予約は可能だとして
も、受験者数の決定しないうちは、会場の借り上げ手続きが行われないために、前払い金や取り消し手数料が発生する。今回契約を
行おうとする相手方は、国土交通省の都合に合わせて会場を提供してくれるとともに、国家試験という性格から、安全・確実に試験
を実施しなければならず、各会場とも利便性にすぐれ、特に公共交通機関の利用により、受験の出来る会場でなければならない。こ
れらの状況を踏まえて、すべての条件を満たす会場は、東京都内では砂防会館であり、上記相手方と随意契約を結ぶものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（19年度
から公募手続きを導

入）

公募手続
きを導入

496 （財）土地情報センター
平成17年度土地所有・利用実態調査全
国集計等業務

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年11月28日 30,194,715

財団法人土地情報センターは、旧国土庁の所管法人として設立され、地価情報及び国土利用計画法関連調査分野の調査研究、集計を
行っており、土地に関する諸知識を有し、土地に関する各種制度にも精通している。また、過去に本調査を請け負った経緯があり、
調査体系、及び収集データに関する豊富な知識を有し、データの加工・変換、各項目の関連を熟知している。更に都道府県の土地
データ処理について実績とノウハウを有していることに加えて平成16年度に実施した「平成17年度以降の調査体制等の見直し業務」
を請け負っており、新たな手法により入手する各種データ・資料等についての処理手法等を提案・整理している。本業務は、平成16
年度実施業務を前提に行っており、両業務は実質的には一体であるといえる。したがって、同一団体が実施することが効率且つ効果
的である。（会計法第２９条の３第４項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から企画競争に移

行）

公募手続
きを導入

497
（財）都市農地活用支援
センター

定期借地権供給実態調査業務（一式）
阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年12月20日 14,989,380

　定期借地権制度は、平成４年の制度創設以来１０年余りが経過し、その活用が進められてきたが、その間、土地政策の目標が地価
抑制から土地の有効利用へと転換されてきた。このように、制度創設時から大きく変化した社会・経済情勢の下で、定期借地権は土
地の有効利用を促進する土地活用手法の一つとして期待されている。特に、多様な居住ニーズを求める個人や、オフバランス化志向
を強める企業など利用者側において定期借地権が果たす役割は増大しており、様々な活用が行われている。一方で、土地所有者に
とっては、土地を保有し続けたい、あるいは低・未利用地などを利活用したいとの根強いニーズも見られる。
　こうした中、土地の保有と利用を分離する機能を有する定期借地権は、今後益々その重要性を増していくと考えられる。したがっ
て、定期借地権のより円滑な活用について、これまで以上に検討すべき時期にあり、そうした検討の前提として、定期借地権の活用
の状況を把握することが重要である。
　本業務においては、こうした問題意識の下に、定期借地権付住宅の新規供給実績について定量的、経年的に調査・分析を行い、定
期借地権の実態を把握するための基礎資料を作成する。また、二次流通、公的主体における定期借地権の活用等についての定量的な
調査も併せて行うことで、より多面的な分析を試みる。これらの結果は、制度・運用面の見直しなど、制度の条件整備の検討に資す
るものである。
　なお、既存の定期借地権付住宅の供給実績に関する調査としては、「全国定期借地権付住宅の供給実績調査」があり、同調査は毎
年「土地白書」に掲載されるなど、定期借地権の活用状況を示す も有効な資料として活用されてきた。しかしながら、同調査の実
施主体である定期借地権普及促進協議会が平成１６年１２月に解散し、その後の調査が実施されなくなったことから、同調査の継続
性に配慮し、経年的な分析を可能とするため、昨年度より本業務を行っている。
　定期借地権制度は、導入から１０年余りということもあり、その調査・研究の蓄積は必ずしも十分ではなく、調査分析能力を有す
る団体も限られている。そうした中、財団法人都市農地活用支援センターは、「都市農地の計画的な利用による良好な住環境を有す
る住宅地の形成及び優良な賃貸住宅建設等を促進するための調査研究、事業支援、居住環境の維持改善、普及啓発等を行い、良好な
住宅地の形成を図り、もって国民の住生活の向上に寄与することを目的」として設立された公益法人であり、これまでも定期借地権
に係る政策立案に資する調査研究業務を幅広く実施している。
　とりわけ、今回の業務は、定期借地権の供給実態を知る上で も有効な調査であった「全国定期借地権付住宅の供給実績調査」を継
　同財団はその他にも、平成１１年度「中古定期借地権付住宅流通実態等調査」、平成１２年度「定期借地権付住宅の入居者意識調査
　以上のことから、これまでの調査経験等に鑑み、同財団と同等以上に本業務を遂行する能力を有する団体は見当たらない。よって、
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行したもの（18年度
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行）

公募手続
きを導入

498
（社）日本不動産鑑定協
会

土壌汚染地の鑑定評価手法に関する調
査検討業務

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年12月20日 8,986,824

・調査の過去の成果を利用する必要性
過去２年度の調査を通じて、相当数の土壌汚染地の事例を収集・分析しており、さらにそれを基にしたアンケート調査を実施してい
る。
本年度調査においては、これらの事例のうちから、さらに詳細なケース・スタディーを行わなければ成果が得られないことから、こ
れら過去２年間の調査結果を保有する（社）日本不動産鑑定協会に委託する必要がある。
　・継続的なアンケート等の必要性
ケース・スタディーから減価のあり方を導き出すためには、過去土壌汚染地の評価に携わったことのある不動産鑑定士への調査等が
不可欠であるが、（社）日本不動産鑑定協会はこうした鑑定士とのネットワークがあり、本受託業務に適した者である。（会計法第
２９条の３第４項）
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行）
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499 （財）日本不動産研究所
不動産の証券化に係る鑑定評価等業務
の高度化に関する調査

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年12月22日 5,922,000

（１）不動産証券化における鑑定評価に関する経験・実績を有する必要性
本調査の前提として、まず、不動産証券化の現状を把握する必要があることから、不動産証券化に関わるデータや関係法令や運用上
の取扱い実務について分析する業者であることが不可欠である。また、不動産証券化における鑑定評価実務と一般の鑑定評価実務と
の間の在り方の相違を検討するものであり、両方の鑑定評価実務に携わった実績を有する（財）日本不動産研究所へ調査検討業務を
契約することが も効率的である。
　（２）鑑定評価手法に関する検討に携わった実績がある必要性
本調査においては、不動産証券化に対応した鑑定評価手法を検討する必要があり、このためには、不動産鑑定評価基準及びその運用
上の留意事項に関する理論的な検討に携わった実績が必要であるが、この実績を有する業者は①の必要性を充たした業者のうち
（財）日本不動産研究所しか存在しない。
　以上のことから上記調査業務を適正に実施できる契約の相手方は、（財）日本不動産研究所以外になく、随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）
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500 （財）土地総合研究所
取引価格等土地情報の調査改善方策の
検討及び情報提供機能の拡充等に関す
る業務

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成17年12月26日 36,519,000

本業務は、取引価格等の調査に関する作業のうち、アンケート回収率を向上させるための検討を行うと同時に、取引価格等制度をよ
り有益なものにするために取引価格情報提供後の本制度や提供方法等に関する国民の反応等を調査するための方策や提供機能の拡充
等についての検討を行う。
　本業務の実施にあたっては、アンケート回収率を向上させるための検討を行う上での基本的な考え方の再整理、アンケート発送対
象者の精査・関係書類の見直しなど、取引価格の調査票に係る分析業務を行うことから、取引価格制度・アンケート調査に関して広
い見識を持つ調査機関を選定しなくてはならない。
　また、取引価格情報の提供内容や本制度を安定的なものとするために取引価格情報提供後に国民の反応等を把握し、それを踏まえ
た改善のための検討を行うことから、本制度の趣旨や取引価格情報の提供内容の考え方についての十分な理解と知識が必要である。
　財団法人土地総合研究所は、平成１６年度に「取引価格等土地情報の提供方策検討調査」を受託し、取引価格等の提供に向けて、
そのデータの集計方法、市場データの提供形式の開発等の調査を行っており、取引価格の公開意義、本スキームを運営していく方法
を熟知している。
　本年度もその経験を生かし、「取引価格等土地情報の加工・提供に関する業務」を請け負い、取引価格等土地情報の現時点での問
題点を把握しており、アンケート回収率の向上・取引価格情報提供後のフォローアップに対する検討を行うことができるノウハウを
持っている。
　本業務は、「取引価格等土地情報の提供に関する調査」の結果を踏まえ、アンケート調査の改善、取引価格情報提供後の国民の反
応を把握するためのインターネットを活用した調査方法の検討、情報提供にかかる作業を実施するものであり、実質的には一体的か
つ連続した業務といえる。
　したがって、今年度の「取引価格等土地情報の調査改善方策の検討及び情報提供機能の拡充等に関する業務」を効率的・合理的に
行うためには、「取引価格等土地情報の提供方策検討調査」の受託者と同一とすることが必要である。
　さらに、同法人は公益法人であるため、情報を営利目的に使用することはあり得ず、本業務で取り扱う守秘義務を伴う情報を厳重
に管理することができる。
　これらの条件を兼ね備えた機関は他にはなく、本業務を行うことができる唯一の機関である財団法人土地総合研究所と随意契約を
結ぶものとする。（会計法第２９条の３第４項）

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から企画競争に移

行）

公募手続
きを導入

501 （財）土地総合研究所
不動産投資市場活性化方策の検討調査
業務（一式）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成18年1月16日 19,950,000

本調査業務は、不動産投資市場におけるファンド組成手法、資金循環、諸外国の現状等を調査し、土地政策の観点からの不動産投資
市場の検証及び今後進めるべき施策の方向の検討を行うための基礎資料を作成することである。したがって、本調査業務を遂行する
ためには、我が国及び諸外国の土地制度に関する専門的な知識が必要であるとともに、行政機関、不動産業界、金融業界とのつなが
りが深く、行政及び各業界に関する網羅的かつ専門的な知見が必要である。
財団法人土地総合研究所は、平成４年３月に「土地に係る諸問題、不動産市場、不動産業等に関する調査研究を行うこと等により、
土地政策の推進、不動産業の振興及び不動産に係る事業の健全な発展に寄与する」ことを目的として、(社)不動産協会、(社)日本不
動産鑑定協会等の不動産関連団体及び(社)生命保険協会、(社)損害保険協会、都市銀行、信託銀行等の金融機関等の出資により、旧
国土庁、旧建設省の認可を受け、設立された公益法人である。これまで、同研究所は、土地行政をはじめとして、土地問題に関する
独自の調査として、不動産市場、地価動向、土地行政一般等、多岐にわたる分野で様々な調査を行い、それぞれの分野について、総
合的かつ専門的な検討を加えている。
特に、同研究所は、「不動産業に係る景況の調査」、「不動産と金融との融合等に対応した土地に関する諸制度の検証に関する調
査」、「不動産投資インデックス整備構築方策検討業務」、「不動産の小口化、証券化及び共同事業方式についての調査研究」など
の調査研究を行い、不動産市場に関する知見を有しているだけでなく、「土地投資動向調査」、「短期地価動向調査」などの土地等
の動向に関する統計調査も多数行っており、本調査業務に必要なノウハウ、知見を蓄積し、十分な実績を上げている。
また、同研究所は、行政機関並びに不動産業界、建設業界及び金融業界の主要企業からの職員で構成され、上記のような調査研究業
務を通じて行政、業界とのつながりも深いものとなっており、本調査業務を効率的に実施できる人脈も有している。
以上のことから、本調査業務の遂行に当たっては、財団法人土地総合研究所が も適切かつ効率的に実施できる機関であることか
ら、同研究所と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
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一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から企画競争に移

行）

公募手続
きを導入

502
（財）都市農地活用支援
センター

都市農地等の保全・活用のあり方に関
する検討調査

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成18年1月16日 29,820,000

１　都市農地については、土地の有効利用を図ることが土地対策の一つとして緊急かつ重要な課題となっていたことから、宅地化農
地の計画的な土地利用転換が図られてきてたところであるが、宅地化が困難な条件の農地も増加しており、良好なまちづくりを進め
る上で、農地をどのように保全・活用するかが課題となっている。また、農村部の農地についても管理されない農地が増加してお
り、地域の中で管理することが困難となっている。
２　本業務は、上記のような管理されない農地を適切に保全・活用し、まちづくりに積極的に活用していくため、農地の管理（保
全、活用）等に関する事例調査、意識調査、有識者等へのヒアリング等を通じ、都市農村交流等を通じた多様な主体の参画による、
今後の都市農地等の保全・活用のあり方について検討を行うものである。また、施策の検討にあたっては農林水産省の施策との連携
についても配慮しつつ検討することとしている。このため、本調査の実施にあたっては都市農地等に関する情報について広範な知識
を有しているとともに、農林水産省施策を含めた農地の保全や活用に係る各種関連制度についての豊富な知識及びノウハウが要求さ
れる。
３　（財）都市農地活用支援センタ－は、寄付行為において「都市農地の計画的な利用による良好な住環境を有する住宅地の形成等
を促進するための調査研究、事業支援、居住環境の維持改善、普及啓発等を行う」ことを目的に、「都市農地を計画的に利用する事
業の支援や居住者の利便に供する施設の管理に関する業務」等を行うこととされている。当センターはこれまで、農地を計画的に活
用する事業の支援や都市農地アドバイザー登録・派遣を行うなど、農地を活用したまちづくりに係る業務を農協等との連携のもと実
施してきており、本業務を遂行するに当たって必要となる農地に関する情報、農地の利活用事業に関するノウハウ及び各種関連制度
等についての知識、経験を十分に有している。また、当センターは、農林水産省との共管であり、農林水産省施策との連携の検討に
あたっても円滑な実施が可能である。
４　このため、本業務については、（財）都市農地活用支援センタ－と随意契約を行うこととする。（会計法第２９条の３第４項）
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503
（財）都市みらい推進機
構

低・未利用地の有効活用促進調査
阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成18年1月16日 4,935,000

１　本調査は、低・未利用地の有効活用を促進するために効果的な情報提供のあり方の検討及び有効活用事例の分析を通じ、低・未
利用地の効活用の促進に寄与することを目的とするものである。
２　財団法人都市みらい推進機構は、寄付行為上「新しい都市拠点の形成等の都市の活性化に関する総合的な調査・研究、情報・資
料の収集等を実施することにより、民間の技術と経験を生かしつつ、地域社会と調和した活力ある都市づくりの推進を図ること」と
されており、都市の活性化に関する総合的な調査・研究を行うことを目的とした財団法人であるとともに、これまでも、国や地方公
共団体等における土地の有効活用を通じた都市及び地域の活性化に関する計画づくり等に関する調査・研究を多数実施している。
３　また、本財団法人は低・未利用地の有効活用について、国土交通省からの委託を受け、低・未利用地の有効活用についての情報
提供を目的とした「土地活用バンク」の運営管理を平成１３年度より行っている。本業務は、低・未利用地の有効活用の一層の促進
を目的に、これまでの「土地活用バンク」における取組を踏まえ、バンクを活用した今後の情報提供のあり方を検討するとともに、
有効活用事例をとりまとめ土地活用バンクに公表することで、バンクが発信する低・未利用地に関する情報の充実を図るものであ
る。従って、本業務は従来より本財団法人が実施している業務と一体不可分のものである。従って、調査の継続の観点から、同一団
体が実施することが効率かつ効果的である。
４　以上より、本業務を財団法人都市みらい推進機構と随意契約を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項）
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一般競争入札等に移
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公募手続
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504 （財）土地総合研究所
「日韓土地利用計画国際比較研究ワー
クショップ」開催等業務

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成18年1月18日 2,793,000

　現在、我が国の土地利用に関しては、国土利用計画法と都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律等の個別規制法により措置
されているが、比較的規制が緩やかな郊外の土地利用転換に伴う土地利用の混乱等の問題に対して、十分に対応できていない状況も
見受けられる。
　一方、韓国においては、急激な都市化・工業化の進展に伴う土地利用転換圧力の増加等の社会経済的背景を踏まえて、2002年に
「国土利用管理法」と「都市計画法」を統合し、「国土の計画及び利用に関する法律」を制定するなど、国土政策や土地利用計画制
度に関する大きな改革がなされたところである。
　そこで、本業務では、日韓の土地利用計画制度等に係る比較研究ワークショップを開催し、韓国の「国土の計画及び利用に関する
法律」の運用状況、地区単位計画の運用状況等を把握するとともに、我が国の 近の土地利用計画制度、現状の課題等を報告し、双
方の状況を理解した上で、少子高齢化、人口減少時代における土地利用計画制度の在り方について議論し、我が国の土地政策の一助
となる資料を取りまとめるものである。
　従って、本業務の実施に当たっては、我が国の土地利用計画制度に関する専門知識を有するのみならず、韓国における土地利用計
画制度に関する専門知識や 近の土地政策動向にも精通していることが求められる。また、韓国から「国土の計画及び利用に関する
法律」等の土地利用計画制度に係る専門家を招請するため、当該制度の運用状況等に精通した人材情報を有しており、これら専門家
を招請できることが不可欠である。
　財団法人土地総合研究所は、土地に係る諸問題等に関する調査研究を行うこと等により、土地政策の推進に貢献し、国民生活の向
上に寄与することを目的に設置された公益法人である。設立以来、種々の調査研究を通じて、国内のみならず諸外国の土地問題、土
地利用計画制度に関しても専門知識を有している。特に、韓国の土地利用計画制度については、平成16年度業務の「アジア諸国にお
ける土地利用制度に関する調査」及び、本年度業務の「平成17年度韓国、台湾等における土地利用に関する調査」において、 近の
運用状況も含めて詳細調査を実施してきており、これらの成果とともに本ワークショップの結果を一体的に取りまとめることによ
り、より有意義な成果を得ることができる。また、各種の講演会等の開催を通じて、会場のセッティングや広報等、ワークショップ
を開催するノウハウを有すると共に、日韓の研究機関等とのつながりも深く、幅広い人材情報を有することから講演に適格な専門家
を招請することができる。
　以上のことから、財団法人土地総合研究所は本業務を遂行できる唯一の機関であることから、同研究所を請
負先として随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）
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公募手続
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505
（社）日本不動産鑑定協
会

収益還元法の精度向上に関する調査研
究（一式）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成18年1月24日 10,999,800

　本調査の契約の相手方としては本件に関して資料収集や分析をする上での専門的な知識と経験を有する機関であることが必要であ
る。本調査は地価公示に係る還元利回り及び建築費等について、４７都道府県すべてにわたり調査を行うため全国的な組織を有する
機関であり、各県毎に調査地点等を選択し、それについて詳細な検討を行うため、各県の地価公示代表幹事(以下「代表幹事」とい
う。)から も適当と思われる地点の抽出と、それに係る地域要因・個別的要因の詳細報告を必要とする。このため、調査を的確に実
施しうる全国的な組織と代表幹事との連絡調整を的確に実施できる機関でなくてはならない。この点、社団法人日本不動産鑑定協会
は、日常、不動産の鑑定評価業務を行う不動産鑑定士等で構成する鑑定士協会を全都道府県に有しており、代表幹事との連絡調整に
ついては、各年の地価公示実施に係る請負業務を通じて的確に行っている。
　また本調査は、過去に蓄積された事例を用いるため、組織として事例の収集体制が整備されており、継続的に事例の収集・分析・
管理を行っていることが必要となる。この点協会は、資料委員会を中心に地価調査委員会等が連携し継続的な事例の収集・分析・管
理を行っており、特に全国主要都市の商業地・住宅地においては、収益用不動産の取引事例等の収集を継続的に実施しており、還元
利回りの基本利率に関する検証を中心に、より精緻かつ合理的な収益還元法の検討を行っている機関である。今回の調査研究業務に
ついては、昨年度実施した「収益還元法の精度向上に関する調査研究」等の結果をさらに深めて分析・検討することが必要であり、
昨年度の調査と実質上一体である。従って、昨年度同調査を実施した協会が本調査を受託することが も効率的であることから、社
団法人日本不動産鑑定協会と随意契約を行うものである。(会計法第２９条の３第４項)

見直す余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から企画競争に移

行）

公募手続
きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

506 （社）全国国土調査協会
平成１７年度地籍関連整備状況データ
整備検討業務（一式）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成18年1月27日 8,849,400

　本業務の実施に当たっては、
①地籍調査事業の実務に十分な知識と経験を有している者、②地籍調査成果の利活用に関する調査等を実施した経験・実績を有する
者、③地方公共団体地籍調査担当機関との連携協力が密に行える者
が契約の対象となりうる業者である。
　（社）全国国土調査協会は、国土調査事業に関する事業の推進に努め、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとと
もに、あわせて地籍の明確化を図ることを目的に設置された、都道府県及び国土調査実施市町村等の国土調査に関係する法人等から
構成された団体である。同協会は、従来から地籍調査事業の促進、調査、研究を行い、講習会等を開催するなど、地籍調査はもとよ
り測量技術や不動産登記等国土調査全般にわたる専門的な知識を有している。
　また同時に、都道府県及び市町村の地籍調査整備事業等の現地調査の支援業務や国土調査業務の検査を受託していることから、豊
富な実績と組織的に実施する体制を有している。さらには、平成16年度に、地図整備及び公図の数値化の監督補助業務、都道府県・
市区町の地籍担当職員及び地籍活用GIS整備担当職員を対象にした利活用研修会の開催、山村地域の概ねの境界を保全する簡易な調査
手法の調査検討を行った実績を有している。
　以上により、（社）全国国土調査協会は、本業務を適正かつ効率的に遂行するにあたり十分に専門知識に精通し、かつ実施体制が
整備されている唯一の機関であることから、（社）全国国土調査協会と随意契約を行うこととする。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの(18年度以
降企画競争に移行）

公募手続
きを導入

507 （社）全国国土調査協会
街区調査図（仮称）作成に関する検討
業務（一式）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成18年2月3日 7,635,600

今回の業務の請負先としては、都市再生に資する図面を作成することが可能であり、都市再生街区基本調査の成果に関して知見を有
し、街区調査図（仮称）作成を円滑に行えることが条件となる。
　社団法人全国国土調査協会は、国土調査に関する事業の推進に努め、国土の開発及び保全並びに利用の高度化に資することを目的
に、昭和28年に設立されたものであり、以来一貫して都道府県及び市町村等に対する技術的援助、都道府県及び市町村職員等を対象
とした講習会の開催、国土調査に関する調査研究等、国土調査の推進活動を行っている。また、同協会は下部組織として全国９ブ
ロックの連絡協議会及び各都道府県推進協議会を擁しており、国土調査事業の推進に指導的役割を担っている団体である。
　今回の検討では、街区調査図（仮称）を都市再生に資することが可能な図面とすることが重要であり、しかも後続の地籍調査に活
用できるものとしなければならないため、市町村から実際に地籍調査の実行を委託しており、後続の地籍調査にどのような図面が役
立つかの知見を有していることが必要となる。社団法人全国国土調査協会は、市町村からの地籍調査の実行を委託している実績があ
り、上記の能力を有していると言える。
　また、都市再生街区基本調査の成果を活用して図面を作成していく必要があるため、都市再生街区基本調査の成果に関する知見を
有していることが必要となる。社団法人全国国土調査協会は、「平成16年度地図整備業務及び公図の数値化業務の監督補助に関する
業務」及び「平成１７年度都市再生街区基本調査の円滑化のための資料集作成等に関する業務」、「平成１７年度地図整備業務及び
公図の数値化業務の監督補助に関する業務」を国土調査課から受注している実績があり、上記の能力を有していると言える。
　さらに、街区調査図（仮称）の作成に当たって、効率的に業務を実施するため、筆界に関する情報の収集及びその復元について十
分な知見と体制を有していることが必要となる。社団法人全国国土調査協会は「平成１７年度都市再生街区基本調査成果の活用に当
たっての検討業務」を受注しており、その中で今回７地区（予定）の検討地区のうち、６地区の地積測量図の収集が完了している。
さらに社団法人全国国土調査協会は、今回作成するパターンのひとつである概況調査（筆界情報収集型）の図面の作成手法を「平成
１７年度都市再生街区基本調査成果の活用に当たっての検討業務」内で検討しているところであり、手法の確立を待たずに作業を並
行して実施することが可能な団体であり、効率的に業務を実施するため、筆界に関する情報の収集及びそ
の復元について十分な知見と体制を有していると言える。
　したがって都市再生に資する図面を作成することが可能であり、街区調査図（仮称）作成を円滑に行える団
体であり、都市再生街区基本調査の成果に関して知見を有し、平成１７年度業務からの継続性より社団法人全
国国土調査協会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

　

508
（社）日本国土調査測量
協会

図解法等による土地区画整理事業等実
施地区における都市再生街区基本調査
成果の活用に関する検討業務（一式）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成18年2月3日 21,000,000

今回の業務の請負先としては、都市再生街区基本調査及びその成果について十分な知識を有し、また知見を有する委員で構成される
検討委員会の運営を円滑にかつ効率的に行え、土地区画整理事業等実施地区の正式地図化の手法に精通していることが条件となる。
　社団法人日本国土調査測量協会は、地籍調査を実施する民間業者を会員とする団体であり、国土調査事業の啓蒙宣伝並びに会員の
測量技術の向上を図り、もって国並びに地方公共団体等の行う国土調査事業の推進に資することを目的として、国土調査に関する測
量についての調査研究及び国土調査事業の普及宣伝の一環として講習会、研修会の開催等を事業として実施している。
　今回の検討では都市再生街区基本調査成果の分析・解析を行うに当たって、都市再生街区基本調査がどのような手法により実施さ
れており、成果にどのような情報を含んでいるか理解している必要性があるが、社団法人日本国土調査測量協会は都市再生街区基本
調査を実施するための検討業務である平成１５年度「道路台帳等活用モデル事業に関する業務」に関わり（検討委員として参加）、
その後都市再生街区基本調査実施中にも技術的助言を行っているため、都市再生街区基本調査及びその成果について十分な知識を有
していると言える。
　また、「平成１６年度都市再生街区基本調査成果の活用に関する検討業務」（以下単に「平成１６年度業務」という。）及び「平
成１７年度都市再生街区基本調査成果の活用に関する検討業務」（以下単に「平成１７年度業務」という。）を受託し、委員会の運
営の経験があり、良好な成果を収めている。
　加えて、平成１６年度業務では土地区画整理事業実施地区の図面を登記所の正式な地図とすることが技術的に可能であるかどうか
の検討を実施し、平成１７年度業務では数値法による土地区画整理事業等実施地区における正式地図化の検討検証を実施しているた
め、今回の業務は平成１６年度業務及び平成１７年度業務を前提とするものであり、今回の業務と平成１６年度業務及び平成１７年
度業務は実質的に一体的なものである。そのため、平成１６年度業務及び平成１７年度業務を受託した社団法人日本国土調査測量協
会は本業務を円滑かつ効率的に実施することが可能であると言える。
　したがって都市再生街区基本調査及びその成果について十分な知識を有し、また知見を有する委員で構成される検討委員会の運営
を円滑にかつ効率的に行え、土地区画整理事業等実施地区の正式地図化の手法に精通している団体であり、かつ、平成１６年度業務
及び平成１７年度業務からの継続性より社団法人日本国土調査測
量協会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

　



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

509 （社）全国国土調査協会
土地分類調査・水調査の関連情報及び
利活用調査業務（一式）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関２－１－２

平成18年2月10日 11,399,850

　国土調査法に規定されている「土地分類調査」、「水調査」に対して、調査内容の見直しが必要ではないか等、多様な意見もよせ
られるようになってきている。
　このため、本業務では、既存成果の簡易な方法による維持・管理・提供手法の開発、調査内容の検証等、今後の調査のあり方を検
討するための基礎情報として、各機関が実施・保有している土地・水調査に関する情報の調査を行うとともに、国土調査として公開
している土地分類調査・水調査成果の管理及び利活用の実態を調査するものである。
　本業務の実施に当たっては、①国土調査法に基づく「土地分類調査」、「水調査」の調査項目及び調査方法について熟知している
こと、②各機関における関連情報の整備状況を把握し、各機関と緊密な連携がはかれる機関であること、③未公開情報についても聴
取し、調査を行うことから営利を目的としない中立的な機関であること等が必要である。
　（社）全国国土調査協会は、国土調査事業の促進・宣伝、調査・研究及び技術援助等の事業を実施するために設立された公益法人
である。同協会は、これまで「土地分類調査（細部調査）」、「水調査（主要水系調査）」を実際に請け負うなど調査項目及び調査
方法等に熟知しているとともに、各機関の整備状況を把握するなど連携関係にある。また、土地・水調査関連情報の管理、公開状況
についても、中立な立場で対応が可能な唯一の機関である。
　したがって、本業務に必要な条件を満たす者は、（社）全国国土調査協会以外に存在しないことから、（社）全国国土調査協会と
随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行したもの(18年度以
降企画競争に移行）

公募手続
きを導入

510 （財）水資源協会 平成１７年度水の週間展示等業務
仁井　正夫
土地・水資源局水資源部
千代田区霞が関２－１－２

平成17年6月2日 5,859,000

本委託の業務内容は、「水の週間」関連行事としてに実施する「水の展示会」の企画・運営である。「水の日」「水の週間」の制定
の趣旨は、水資源の有限性、水の貴重さ及び水資源開発の重要性に対する関心を高め理解を深めるための諸行事を行うことによって
我が国の水問題の解決を図り、もって国民経済の成長と国民生活の向上に寄与することである。
本業務を実施するにあたっては、この趣旨に沿った展示会の企画・運営が可能であり、水資源に関するノウハウを総合的に有してい
ることが求められる。財団法人水資源協会は、水資源の有限性、水の貴重さ及び水資源開発の重要性について、国民の関心を高め、
理解と協力を得るための活動を推進するとともに、水資源の開発、保全又は利用に関する調査、研究等を行い、あわせて地域社会と
の連携の強化等の要請に応えるための活動を実施し、もって、水資源の開発、保全及び利用の合理化による水需給の安定化に寄与す
ることを目的として昭和６３年に設立されたものである。事業内容としては、水資源について国民の関心を高め、理解と協力を得る
ための広報、啓発、出版等に関する事業、国等が主催する「水の日」「水の週間」等の諸行事の推進に関する事業等を行っており、
上記の趣旨に沿った展示会等の企画・運営等を円滑に実施することができる唯一の一の法人であるため契約を締結するものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行し
たもの（Ｈ１８年度契約
より、企画競争入札を実
施。）

511 （独）水資源機構
平成１７年度海外のおける水資源管理
計画策定検討調査委託業務

仁井　正夫
土地・水資源局水資源部
千代田区霞が関２－１－２

平成17年8月10日 14,905,800

本業務では文献等から得られる画一的な情報を得るのではなく、現地における 新の水資源関連情報を得ることが目的であるため、
水資源管理の制度や執行体制、多様な利水者との調整、或いは施設の計画・設計・建設・管理全般にわたる広範な内容について、技
術的な蓄積を有するとともに経験上からも十分に理解し、整理・分析できる能力を保持している必要がある。また、現地の実態に即
した流域管理についての調査を行うために、各国の水資源施設の管理担当機関との緊密な繋がりを有していることが必要である。水
資源機構は、水道用水、工業用水、農業用水の供給といった利水と、洪水調節による治水等を目的とするダム、河口堰、用水路など
の多岐にわたる水資源管理施設の建設・管理を一元的、総合的に行っている。このような行政区分を越えた多様な主体と連携をはか
りながら水資源管理を行っている組織は他にない。また、水資源機構は、アジア開発銀行(ADB)及びアジア開発銀行研究所（ADBI）と
連携し、アジア河川流域機関ネットワーク(NARBO)の事務局としてアジア各国の河川流域管理組織と緊密な関係にあり、実態に即した
流域管理を調査しうる唯一の組織である。以上から、水資源機構は、水資源開発及び管理に関する制度、組織、執行体制等に関して
深い経験及び知識を有し、国際的視点から総合的かつ精緻に整理・分析することができる唯一の組織であるため、随意契約を行うこ
ととする。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行し
たもの（Ｈ１８年度契約
より、企画競争入札を実
施。）

512 （財）日本気象協会
平成１７年度水需給に関するデーター
整理

仁井　正夫
土地・水資源局水資源部
千代田区霞が関２－１－２

平成17年11月21日 2,471,700

本業務は、水道統計、工業統計及び別途47都道府県に業務委託をしている全国水需給動態調査結果等から日本全国の水需給に関する
データの分析、整理及び、小規模事業所における工業用水需要実態調査結果等を基に専用水道のように統計資料のない小規模事業所
における工業用水に係る水源別取水量の推計を行い「全国総合水資源計画」のフォローアップと新たな長期計画の策定に必要な基礎
資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施策推進に資するものである。　日本気象協会は、平成１６年度に実
施した利根川における将来予測をした気象データーを適切に変換した流出モデルを構築し、河川流出量の現在再現地及び将来予測値
等の予測試算を行い「水道用水集計」及び「都市用水使用量の分析」を行うなど水需給調査に関して実績があり、また地形データー
やアメダス観測値等を用いて将来の気候を適切に反映させた水需給分析等行えるなど高度な知識、経験を有しているなど本調査を迅
速かつ経済的に行える唯一の団体だと考える。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行し
たもの（Ｈ１８年度契約
より、企画競争入札を実
施。）

513 （独）水資源機構
平成１７年度吉野川水系等渇水実態調
査検討業務

仁井　正夫
土地・水資源局水資源部
千代田区霞が関２－１－２

平成17年12月8日 21,000,000

本業務は、吉野川水系を中心とした平成17年の四国地方における渇水について、渇水状況、被害実態、講じられた対策の整理等を行
うことにより、渇水の実態把握を行うこと、また過去の渇水との比較、さらに今後の渇水対策のあり方について検討を行うことを目
的とする。本業務の具体的な内容は、気象・水文データの整理による渇水状況、渇水による各種分野への影響の程度、渇水による被
害額、関係主体による渇水対策といった幅広い対象の情報を整理し、次に、近年において 大規模の渇水であった平成６年との比較
等を行った後に、ソフト・ハードの両面から今後の渇水に対して有効となる渇水対策のあり方を検討するものである。この業務の遂
行に当たっては、気象や水文分野を始めとする基礎的なデータの収集から始まり、渇水による被害の実態把握、関係主体による渇水
対策の的確な整理等までを含めた極めて広範囲の情報収集を迅速に行うことが不可欠であり、かつ、得られた情報を的確に整理する
能力が必要である。また、平常時と渇水時における水源施設の管理と運用に精通していることを必然として、渇水時における利水者
を含めた関係者間の調整の実態に熟知している必要がある。同機構は、吉野川水系に管理事務所を設置し、水源施設の管理と運用に
必要な気象や水文等の基礎的なデータを収集しているとともに、早明浦ダムを始めとする新宮ダムや富郷ダム等の管理や運用を行っ
ているなど吉野川水系の利水に関して中心的な役割を果たしている。また、河川管理者や関係する利水者とともに渇水調整の場であ
る「吉野川水系水利用連絡協議会」の一員として従前から渇水調整に携わっており、実際の渇水調整に精通している。既述のとお
り、同機構は本業務の遂行に不可欠な吉野川水系における利水運用、渇水調整、水資源開発施設の管理のいずれについても精通し、
かつ熟知しているなどの豊富な知見を有しており、渇水の状況を把握するために必要となる情報を迅速かつ正確に収集・整理し、か
つ、今後の渇水対策の検討を行うことのできる唯一の組織であることから契約を締結するものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行し
たもの（Ｈ１８年度契約
より、企画競争入札を実
施。）
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514
（財）ダム水源地環境整
備センター

平成１７年度水源地域対策基本問題調
査業務

仁井　正夫
土地・水資源局水資源部
千代田区霞が関２－１－２

平成17年12月12日 10,815,000

本業務を遂行するには、ダムの治水、利水などの工学分野、さらにダム所在地の社会、経済、歴史、文化などの社会科学分野にまた
がる幅広い分野の知見が必要である。また、行政の視点に立った中立・公平かつ総合的で高度な評価検討が可能な組織と契約を締結
する必要がある。財団法人ダム水源地環境整備センターは、ダム水源地の環境の整備及び保全に関する調査研究及び技術開発並びに
技術指導等を行うことにより、ダム水源地の適正な管理を図り、もってダム水源地域の活性化と安全で豊かな国民社会の建設に寄与
することを目的に設立された公益法人であり、ダム水源地の環境の整備及び保全に関する研究のほか、「水源地域センサス」、「河
川水辺の国勢調査（ダム湖利用実態調査）」等に携わるなど、水源地域に関する調査研究を数多く行っている。また、ダム事業や河
川行政に精通した技術者を多数保有し、ダムに関する専門的かつ幅広い知見を有している。本業務の遂行においては、全国の多数の
ダムの社会経済状況、水源地活性化の状況を的確に把握し、比較検討する必要がある。当法人は上記二件の調査に携わっており、本
業務に必要不可欠な未公表部分も含む詳細な生データを保有している事に加え、当法人の公益事業として水源地域に関する社会経済
状況の諸情報を独自に収集、データベース化して保有・管理しており、全国の水源地域に関して豊富かつ詳細な情報を有する唯一の
法人である。また、本業務を円滑に遂行するためには、可能な限り水源地域の市町村から正確で生の情報を聴取する必要がある。こ
のため、水源地域に関する幅広い情報とともに、水源地市町村との幅広い人的ネットワークを有することが、調査の質を確保する上
で必要となっている。当法人は、独自の公益事業である「ダム水源地域サポート事業」、河川局主催で毎年開催されている「全国ダ
ム所在市町村長等との意見交換会」の事務局業務、毎月一回発行される広報誌「ダム水源地ネット」の編集・発行を通じて、全国の
水源地地域の首長やNGO代表者、有識者などあらゆる階層の関係者とのダイレクトな人的ネットワークと信頼関係を有し、また、全国
の水源地での活性化活動に精通している。こうした活動を全国展開している法人は他に存在せず、当業務を履行しうる唯一の法人で
あることから契約を締結するものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行し
たもの（Ｈ１８年度契約
より、企画競争入札を実
施。）

515 （財）日本気象協会 気候変動による水資源への影響調査
仁井　正夫
土地・水資源局水資源部
千代田区霞が関２－１－２

平成17年12月14日 21,000,000

本業務は、気候変動が水資源に与える影響について検討することを目的とし、平成16年度に着手した「地球温暖化が水資源開発施設
に及ぼす影響評価調査」に引き続き実施するものである。本業務の内容は、平成16年度に実施した利根川における試算に引き続き、
気候特性の異なる河川を対象として、気象データを適切に変換し、流出モデルに入力して河川流出量の現在再現値及び将来予測値を
試算することにより、気候変動による水資源への影響を検討するものである。本業務の遂行にあたっては、気象データの特性、各研
究機関による気候モデル、その計算条件等の気象に関する専門的知識に精通し、かつ熟知しているとともに、将来の河川流出量の変
化の試算に必要となる気候モデルの出力データを流出モデルの入力データへ受け渡す変換等の高度な知識と豊富な経験が必要とな
る。財団法人日本気象協会は、「気象に関する観測、予報、調査及び研究並びにその受託」等の事業を行う公益法人であり、各種気
象データ及び気候モデル等、気象に関する専門的知識に精通、熟知している。これに加え、平成16年度の「地球温暖化が水資源開発
施設に及ぼす影響評価調査」において、日本付近の気象データを本調査で使用する形式に既に抽出し、整理しているとともに、その
気象データを流出モデルの入力データへ変換するための手法を開発、プログラム化しているなど、高度な知識と豊富な知識を有して
いる。このように、同法人は気象に関する調査と研究の実施に際し、高度な知識の他に、豊富な経験と実績を有しているとともに、
本業務に不可欠なデータとプログラムを有していることから、本調査を迅速、確実かつ経済的に検討することのできる唯一の団体で
あることから、同法人と契約を締結するものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行し
たもの（Ｈ１８年度契約
より、企画競争入札を実
施。）

516
（社）雨水貯留浸透技術
協会

平成１７年度水循環系における地下水
の評価手法検討業務

仁井　正夫
土地・水資源局水資源部
千代田区霞が関２－１－２

平成17年12月19日 15,456,000

本業務は雨水及び河川等からの地下水への浸透、地下水かん養、湧出等の地下水メカニズムに関する調査、種々の地下水の保全対策
について調査を行うとともに、地下水の利用・保全施策の効果を評価する手法について検討し、健全な水循環系構築の推進に必要と
なる地下水メカニズムの解明のための基礎資料を得ることを目的とする。本業務を実施するにあたっては、地下水を形成する雨水の
浸透及びかん養について総合的な知見、技術力を有することに加えて、水循環に関しても行政的・技術的な検討を実施するための能
力が求められる。社団法人雨水貯留浸透技術協会は、雨水を浸透するための技術（以下「雨水貯留浸透技術」という。）に関する調
査、研究及び開発を行いその成果の普及を図ることを目的として設置された公益法人である。同法人は、上記の目的を達成するた
め、水循環系再生に関する技術その他雨水貯留浸透技術に関する調査、研究及び開発すること等を事業内容としており、雨水浸透、
かん養技術を調査、研究する我が国唯一の公益法人である。また、平成１６年度水循環系における地下水評価手法検討業務の実施に
あたっては、地下水に関する学識経験者、研究者、実務者により研究会を構成し、地下水かん養技術のみならず広範かつ専門的な観
点から業務を実施するなど優れた企画、業務遂行能力を発揮したところである。このように同法人は、これまで蓄積してきた専門知
識や人的能力から本業務を円滑に実施することができる唯一の者であることから同法人と契約するものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行し
たもの（Ｈ１８年度契約
より、企画競争入札を実
施。）

517 （財）水資源協会
水資源政策評価のとりまとめに向けた
資料作成とフルプラン地域における都
市用水使用量等の動向調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源部
千代田区霞が関２－１－２

平成17年12月20日 64,496,250

国土交通省政策評価基本計画（平成14年３月22日省議決定、平成17年７月改訂）において、「水資源政策―水資源計画のあり方―」
に関する政策評価が平成16年度及び平成17年度の２カ年において実施されることが位置付けられている。水資源部では平成16年度か
ら検討委員会を設置して検討を進めてきており、平成17年度末にはその評価書をとりまとめる予定である。このような経緯等も踏ま
え、本業務では次の作業を行う。(1) 評価書の作成に向けたデータ収集や資料作成とともに、政策評価の中心的な対象であるフルプ
ランに関するデータの収集と整理(2) 近年の経済社会状況や生活スタイルの動向に伴い、水の需要動向が変化してきていることを踏
まえ、フルプランの検討対象地域における都市用水の使用量等の動向把握や将来試算の検討。この業務の実施に当たっては、水資源
政策評価に必要な各種データの収集等の実績に加え、水資源全般の視点からの広範な知見とともに、水資源政策に関する専門的な知
識や経験が不可欠である。併せて、水資源政策のあり方に関する今後の検討の一環として、水資源の専門家の知見を活かしつつ、供
給源となる水源施設と水需要の動向について検討することが必要である。財団法人水資源協会が担う事業の範囲は、「水資源の開
発、保全又は利用に関する調査、研究及び情報の提供」や「水資源開発事業が社会環境に与える影響に関する調査、研究及び情報の
提供」を始めとして、水資源の観点から他の機関にはない独自の専門性と広範性を有している。加えて、同協会内に水資源研究所が
設置されており、水資源の分野に関する専門的知識を熟知している。また、同協会は、その設立以来、水資源に関する調査研究やそ
の時々の要請を踏まえた活動の実施を目的として運営され、かつ成果を残してきており、日本でも代表的な水資源分野の専門家が所
属しているとともに、実務面にも精通した職員を有している。さらに、同協会は、水資源の有限性、水の貴重さ及び水資源開発の重
要性について、国民の関心を求め、理解と協力を得るための活動を推進してきているとともに、各種会議への参加や論文発表、国内
外の共同研究等を通じて水資源に関する専門知識や実績を豊富に有しているなど水資源政策に広範に貢献してきた実績がある等の理
由から、本業務を実施できる唯一の機関であることから契約を締結するものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行し
たもの（Ｈ１８年度契約
より、企画競争入札を実
施。）
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518
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度健全な水循環系再生対策
推進のための評価指標に関する調査検
討業務

仁井　正夫
土地・水資源局水資源部
千代田区霞が関２－１－２

平成18年1月12日 19,950,000

 本業務は、平成16年度に着手した「健全な水循環系再生対策推進のための評価指標に関する検討」業務に引き続き、地域における健
全な水循環系構築に向けた計画（以下「水循環計画」という。）の策定とその計画に基づく対策推進の支援方策を検討するための基
礎資料とすることを目的として、流域の水循環計画の策定状況と施策の実施状況や効果の把握状況を調査することにより、水循環計
画やその計画に関する施策の有効性及び効果を評価するための指標について検討するものである。本業務の遂行にあたっては、健全
な水循環系構築に関する高度な知識に加え、河川、ダム、海岸等の健全な水循環に関係する他の分野における施策、制度等に関する
新の動向を速やかに把握し、健全な水循環系構築に関する今後の行政施策に反映させることのできる調査・研究を実施する能力が

必要となる。財団法人国土技術研究センターは、「国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合的、かつ、効果的に
行う」こと等を目的に設置された「地域整備等の構想及びマスタープラン等の立案並びにこれらに必要な調査研究」、「多領域にわ
たる新しい計画立案技術及び計画評価技術の開発及び実用化に関する調査研究」等を行う財団法人である。同法人は、健全な水循環
系構築のための計画づくりに向けたガイドラインである「健全な水循環系構築のための計画づくりに向けて」の取りまとめに深く携
わったことなどを通じて、健全な水循環系構築に関する高度な知識、豊富な実績を有するとともに、平成16年度の「健全な水循環系
再生対策推進のための評価指標に関する検討」により水循環健全化指標の策定に関する方向性を整理した。さらに、同法人は「ダム
政策プログラム評価」、「総合治水政策プログラム評価」、「中長期展望に立った新しい海岸保全の進め方検討」、「沿岸域管理の
あり方検討」等の水循環系の健全化計画に関連する河川、ダム、海岸といった分野における政策立案の支援実績を有するなど、健全
な水循環系構築に関する今後の行政施策に反映することのできる調査・研究能力を有している。同法人は、健全な水循環系構築に関
する総合的な調査、分析、行政施策支援ができる唯一の機関であることから、同法人と契約を締結するものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行し
たもの（Ｈ１８年度契約
より、企画競争入札を実
施。）

519 （独）水資源機構
平成１７年度水資源開発施設の有効活
用方策検討調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源部
千代田区霞が関２－１－２

平成18年1月23日 3,208,800

本検討調査は、望ましい改築時期を含めた施設の改修計画等の立案により、効率的な改築のあり方を検討するための基本的な情報を
得ることを主な目的としている。この検討調査の内容としては、淀川水系における施設（琵琶湖開発事業等に関連する施設）を対象
に、各水資源開発水系における渇水の概況把握等に加え、個別施設の耐用年数、補修履歴、想定される管理費用等を踏まえた上で、
管理費用の平準化、 適な改築時期、改修計画のあり方を検討するため、水資源開発施設の有効活用方策の具体化に向けた基礎的な
事項を把握し、整理することとしている。また、この整理に当たっては、施設の管理主体だけではなく利水者の負担のあり方を含め
て調査検討を行う予定である。この検討調査の実施に当たっては、(1) 貯水量や放流量のデータを含めた渇水の概況を把握できるこ
と、(2) 地域の水需給状況を把握できること、(3) 個別施設の特徴、建設、管理、運用に熟知していること、(4) 個別施設の改修実
績を整理しており、今後想定される改修時期等を想定できること、(5) 関係する利水者の意向を把握できること、(6) その他関係者
と円滑な連絡調整を行うことができることなどについて速やかに結果を出せることが必要不可欠である。独立行政法人水資源機構
は、水資源開発水系における水資源関連施設の事業実施、維持管理、運用を実際に行ってきており、地域の渇水や水需給の状況を把
握できるとともに、個別施設の詳細な改修実績を基にして今後必要となる改修の具体的な内容等を特定することができる。また、渇
水時や施設の運用において利水者と日頃より連絡を取り合っていることなどから、施設の改修内容等に関する利水者の意向も伺うこ
とができる。さらに、同法人が管理している施設以外の施設の管理者との連絡調整が必要になった場合にも十分対応できる。これら
を踏まえると、同法人は本検討調査を速やかに実施できる唯一の機関であることから契約を締結するものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行し
たもの（Ｈ１８年度契約
より、企画競争入札を実
施。）

520 （財）水資源協会
平成１７年度水資源学シンポジウム企
画運営業務

仁井　正夫
土地・水資源局水資源部
千代田区霞が関２－１－２

平成18年1月27日 4,588,500

本業務の内容は、「国連水の日」関連行事として実施する「水資源学シンポジウム」の企画・運営である。近年人口増加や経済活動
の拡大などにより、多くの国々において深刻な水不足や水質汚濁の問題が発生し、淡水資源の安定供給の確保が大きな課題となって
いることを背景に、１９９２年１２月の第４７回国連総会本会議において、毎年３月２２日を「国連水の日」とし、水資源の開発・
保全等に関する会議、セミナーなどの開催や出版活動を通じて、人々の水に関する認識を高めることが提唱された。これを受けて、
国土交通省は、世界的な観点からもう一度水の貴重さ、大切さについて世界中の人々と一緒に見つめ直す契機として、国土交通省は
１９９４年より日本学術会議、水文・水資源学会と共同で「水資源学シンポジウム」を開催している。本業務の実施に当たっては、
水資源学シンポジウムのコーディネートを行う能力、すなわち、世界の水問題や海外の水資源に関する知識を有し、また同シンポジ
ウムの講演者、パネリストの人選に必要な人的ネットワークを有することが必要不可欠であり、加えてシンポジウムを円滑に運営す
る能力が求められる。財団法人水資源協会は、「水資源について国民の関心を高め、理解と協力を得るための広報、啓発、出版等に
関する事業」、「国等が主催する「水の日」、「水の週間」等の諸行事の推進に関する事業」や「海外の水資源に関する調査研究及
び情報提供に関する事業」などを実施している公益法人である。同法人はヨーロッパの河川再生事例の収集、世界の河川等水資源管
理に関する情報収集を行ってきており、世界の水問題に関する様々な知見を有している。また、過去の調査・研究や講演会等を通
じ、水資源に関する学識経験者とのネットワークを構築してきた。さらに、例年「水の週間」、「水の日」等に関する諸行事を企
画・運営してきた実績を有する。このように、同財団は水問題に関する豊富な知識を有し、また水資源に関する学識経験者との人的
ネットワークを活用して、水問題に関する講演会やシンポジウムを企画する能力を有するとともに、講演会やシンポジウムを着実に
運営する能力を有している。同法人は世界の水問題に関する豊富な知識を有しているとともに、水問題に関するシンポジウムを企画
し、かつ円滑に運営する能力を有していることから、本業務を迅速、かつ確実に実施することのできる唯一の法人であるため契約を
締結するものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行し
たもの（Ｈ１８年度契約
より、企画競争入札を実
施。）

521 （財）都市計画協会 都市型産業の立地促進の為の調査業務
柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月15日 9,765,000

　（財）都市計画協会は、都市計画区域を有するほとんどの自治体を会員に擁し、会員向けに毎月、国内・海外のまちづくり・都市
計画に関する「まちづくり情報」を発信しているほか、それらに関連する調査研究を実施し、その普及を図っている実績を有してい
ることから、都市に係る状況の把握を随時行える立場にある。他方「都市再生関連二法案」、「まちづくり交付金」等に関する講習
会を主催するなど、制度に関する知見を十分に有していることから、当契約を締結する相手先としては、財団法人都市計画協会をお
いて他にない。従って、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に基づき、契約相手先と随意
契約を行うものである。 見直の余地が

あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

522 （財）日本交通公社
平成１７年度都市観光の推進による地
域づくり全国フォーラム

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月3日 4,000,500

　（財）日本交通公社は、旅行・観光レクリエーション・リゾート分野に特化したシンクタンクであり、これまでの調査実績等によ
り全国各地域に係る多様なデータを多数蓄積している。また、全国において都市観光による地域活性化に関する調査、観光振興セミ
ナーの開催等の業務を数多く受託していることから、本調査の前提となる「都市観光の推進による地域づくり支援事業」の趣旨を十
分理解しており、本調査を実施するに当たり、十分な調査・コーディネート能力を有し公正な取引を行うことができる唯一の組織で
ある。以上のことから、本業務を効率的かつ確実に実施できるのは財団法人　日本交通公社をおいて他にない。従って、会計法第２
９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に基づき、契約相手先と随意契約を行うものである。 見直の余地が

あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
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523
（財）都市みらい推進機
構

全国都市再生を推進する効果的な支援
に関する検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月29日 10,920,000

　（財）都市みらい推進機構は、「新しい都市拠点の形成等の都市の活性化に関する総合的な調査・研究、情報・資料の収集等、民
間の技術と経験を活かしつつ、地域社会と調和した活力ある都市づくりの推進を図ること」を目的として設立された財団法人であ
り、これまで大規模な再開発事業等の基本構想や計画づくりのほか、会員企業や地方公共団体、関係公団等との官民のパートナー
シップを活かした企業立地や機能の誘致等の事業化の支援により円滑な事業推進に貢献してきたほか、 近では、国が注力している
「都市の再構築」、「土地有効利用」、「中心市街地活性化」等をはじめ、「住民参加のまちづくり」といった 新のまちづくりの
テーマにも積極的に取り組んでいる。　また、平成１５年度から実施されている全国都市再生モデル調査おいて、モデル地区の幾つ
かの調査を請け負っているほか、昨年度の本調査において、全国都市再生に向けた課題と推進方策のあり方について報告をとりまと
めた経緯があり、本調査の前提となる基礎的な知識等はもとより、地域が求めるニーズや現状での課題等も的確に把握していること
から、十分な調査・調整能力を有し公正な取引を行うことができる唯一の組織であることから、本調査を効率的かつ確実に実施でき
るのは上記団体をおいて他になく、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約
を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

524 （財）建設経済研究所

都市再生特別措置法により指定された
都市再生緊急整備地域における民間都
市再生事業による地域活性化効果に関
する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月29日 8,925,000

　（財）建設経済研究所は、公共投資及び建設産業に関して理論的かつ実証的な調査研究を行うこと等により、望ましい国土基盤の
形成と建設産業の振興に貢献し、もって国民経済の健全な発達と国民福祉の向上に寄与することを目的とする研究機関として、昭和
５７年に設立された独立かつ非営利の財団法人であり、建設経済の理論的・実証的な調査研究を専門とする研究機関として経済社会
の変化に対応した公共投資や都市再生に関連した各種の調査・分析の実績がある。また、平成１５年度及び平成１６年度も本調査を
請け負い、本調査を推進する上で必要不可欠な効果測定手法の検討及び都市再生緊急整備地域の第１次、第２次指定区域内の地域活
性化効果の定量的測定を行ったほか、全国各地で進捗している都市再生に係る全般的な事情に精通している。従って、本調査への十
分な能力を有しているだけでなく、本調査を実施する上で特に必要な建設経済に関する調査・評価手法を有する専門機関であるとと
もに、都市機能の経済的な評価手法等に関する技術的蓄積を有し、公正な取引を行うことができる組織である。以上のことから、本
調査を効率的かつ確実に実施できるのは上記団体をおいて他にない。従って、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号の規定に基づき、随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

525
（財）日本建設情報総合
センター

平成17年度地下情報の整備検討調査業
務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月10日 18,000,000

本調査は、大深度地下情報システムの整備を進めるために地下情報の収集・整備、属性ごとの分類、数量の把握を行うものであり、
これらのデータをシステムに反映させる必要がある。このような業務を行うためには、「大深度地下情報システム整備に関する検討
委員会」において検討されるデータフォーマット形式、対象データの検討状況等について精通しているとともに、大深度地下に関す
る情報の収集、管理、提供方策等及びデータベース、ＧＩＳ技術に関するシステムの設計・開発等について豊富な知見、技術力、実
績を有することが必要である。標記法人は、建設分野における情報化の推進のために昭和60年に設立された公益法人であり、「大深
度地下利用に関する情報基盤のあり方の検討のための調査」（平成12・13年度国土交通省）、「地下構造物の情報整備検討調査業
務」（平成14・15年度国土交通省）及び「地下情報の整備検討調査業務」（平成16年度国土交通省）を請け負い、良好な成果を収め
ている。また、「大深度地下情報システム基本設計及び対象データの検討調査業務」（平成14年度国土交通省）における「大深度地
下情報システム整備に関する検討委員会」の運営を行っており、大深度地下情報システムのデータフォーマット形式、対象データの
検討状況等について精通している。以上より、本調査を実施する上で、特に「大深度地下情報システム整備に関する検討委員会」で
検討されているデータフォーマット形式、対象データの検討状況等について唯一精通していることから、契約相手方として、財団法
人日本建設情報総合センターをおいて他にはない。したがって、本業務については、予決令第102条の４第３号に基づき財団法人日本
建設情報総合センターと随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募の手
続きを導
入

526
（財）鉄道総合技術研究
所

平成17年度大深度地下における振動の
影響に関する検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月10日 7,500,000

本調査は、大深度地下に類似する既存の交通機関より発生する振動の伝播について、計測及び分析によりその特性を明らかとするこ
とを目的としている。このため調査にあたっては、交通機関の振動に関する予測・評価に関する十分な実績と専門的知識が必要であ
る。特に鉄道から発生する振動の周波数成分は、人体が感じ易いという特徴を有しており、その影響についての深い知見が必要とな
る。財団法人鉄道総合技術研究所は、わが国唯一の鉄道技術に関する総合的な研究所であり、鉄道技術及び鉄道労働科学に関する基
礎から応用にわたる総合的な研究開発、調査等を行い、もって鉄道の発展の学術・文化の向上に寄与することを目的として設立され
た法人である。同法人では、都市部の地下鉄道から発生する列車振動の予測・評価に関する研究として振動データの収集、模型実
験、数値解析等を進めており、浅深度の地下鉄道から発生する振動に関する、車両や軌道、構造物の各種要因の影響について定量的
な評価を可能とした実績を持つ。また、昨年度においては本業務の前身となる「平成16年度大深度地下における振動の影響に関する
検討調査」を行い、本事案の基礎的な知見を報告しているところである。同法人は、本業務を行う上で必要となる交通機関から発生
する振動の予測・評価に関して深い知見を有しており、かつ、昨年の調査実績と、この調査実績を踏まえた平成17年度調査の円滑か
つ効率的な実施という観点から判断すると、契約相手方としては、財団法人鉄道総合技術開発研究所をおいて他にない。したがっ
て、本業務については、予決令第102条の４第３号に基づき財団法人鉄道総合技術研究所と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
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在地
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527 （財）計量計画研究所
平成17年度経済社会の変化に対応した
大都市圏郊外部の整備方策等検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月15日 24,990,000

首都圏整備法等により大都市圏（首都圏、近畿圏、中部圏）郊外部は近郊整備地帯等として位置づけられ、計画的な市街地整備によ
り、高度経済成長下の急激な人口増加の受け皿として機能してきた。しかしながら、全国的な人口減少の流れの中、大都市圏郊外部
地域においては、都心回帰の流れの中で、急激な人口減少に拍車がかかることも考えられる。また超高齢化の影響は、団塊の世代が
多く住む大都市圏郊外部地域で深刻となると考えられる。本調査では、人口減少や高齢化が著しく進行する大都市圏郊外部地域にお
いて、人口や高齢化の状況、今後の動向を捉え、課題を把握するとともに、解決するために有効な施策を取りまとめ、大都市圏郊外
部地域の再生に結びつけることを目的とする。調査の実施にあたっては、高齢化、人口減少による人の行動特性の変化、人口減少に
よる市街地の縮小に対応するための土地利用と都市交通計画との連携手法、都市整備手法等に精通し、高度な知識を有することが必
要である。財団法人計量計画研究所は、「行動計画の統計計画的手法による調査研究」「都市交通計画及びこれに関連する諸計画に
関する調査研究」等を事業内容としており、人の行動特性、都市交通・都市整備施策全般に関する幅広い知識を有している。また、
これまでにも「東京都市圏総合都市交通体系調査」（Ｈ10東京都市圏交通計画協議会）、「ツインシティ整備計画検討調査」（Ｈ13
神奈川県）、「経済社会の変化に対応した大都市圏郊外部の整備方策等検討調査」（Ｈ15，16国土交通省）等を実施し、良好な成果
をおさめており、人の行動特性、土地利用と都市交通計画との連携手法、都市整備手法に関する知見を豊富に有している。よって本
業務を行う上で、上記の特に高度な技術及び経験を有することが必要であることから契約相手方として、同法人をおいて他にはな
い。従って、本業務については、会計法第29条の３第４項及び予決令第102条の４第３号に基づき財団法人計量計画研究所と随意契約
を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

528 （財）国土計画協会
平成17年度「首都圏の都市環境インフ
ラのグランドデザイン」の実現に向け
た事業手法検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月15日 21,525,000

本検討では「首都圏の都市環境インフラのグランドデザイン」に基づき、首都圏における広域的な緑のネットワーク形成のための具
体的・即地的な事業化に向けて、国、地方公共団体、ＮＰＯ等からなる協議会を設置し、実行プログラムを策定することを目的とす
る。検討に当たっては、首都圏における将来像、広域連携などの圏域計画から、様々な都市環境整備に係る事業制度等まで幅広く高
度な技術や計画立案能力、またこれらに関する内外の事例調査、研究実績等、豊富な経験を必要とする。財団法人国土計画協会は、
国土計画及び地方計画に関する調査研究、また国土計画及び地方計画事業の促進等を主な業務としており、これまでに「都市再生に
資する首都圏の都市構造再編方策検討調査」（Ｈ14国土交通省）、「首都圏における広域環境インフラや新産業創出を軸とする地域
整備方策検討調査」（Ｈ15国土交通省）、「首都圏における近郊緑地保全区域の指定に関する調査」（Ｈ15地域公団）、「大都市圏
における水環境と緑の回復に関する調査」（Ｈ16国土交通省）等、圏域計画や都市環境整備方策に関する調査を多く手がけ、良好な
実績をおさめており、本調査を遂行するための制度等に関する豊富な経験と知識、高度な技術、また調査検討実施体制を有してい
る。このため、本業務を行う上で、上記の特に高度な技術及び経験を有することが必要であることから契約相手方として、同法人を
おいて他にはない。従って、本業務については、会計法第29条の３第４項及び予決令第102条の４第３号に基づき財団法人国土計画協
会と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

529
（財）関西文化学術研究
都市推進機構

平成17年度関西文化学術研究都市建設
推進方策調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月21日 25,438,350

関西文化学術研究都市は現在、平成８年に答申がなされた「セカンド・ステージ・プラン」に基づき建設が進められているが、都市
を取り巻く社会・経済等の諸情勢が大きく変化してきており、この状況に適切に対応した都市建設を推進していく必要が生じてい
る。このような背景から昨年度末、有識者により構成される「関西文化学術研究都市の明日を考える懇談会」により、学研都市が目
指すべき方向について提言が取りまとめられたところである。本調査は、当該提言の内容に関係地方自治体等の意見を盛り込み、今
後10年程度の優先的な取り組み及び推進方策である「関西文化学術研究都市サード・ステージ・プラン」を取りまとめるための基礎
的な検討を行い、今年度末以降に予定している「関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針」の変更に向けた基礎的な調査を行
うものである。調査内容として学研都市の理念に関する調査検討、新規施策に関する調査検討、10年後の将来像（将来イメージ）に
関する調査検討等を行う。調査の実施にあたっては学研都市について熟知していることに加え、本都市を含めた関西におけるリサー
チパークについて豊富な知識を有していること、また関係者等の意見を集約・整理し、今後の都市建設及び運営に当たり調査結果を
十分に反映・活用できることが必要である。（財）関西文化学術研究都市推進機構は、創造的な文化、学術及び研究の拠点の形成に
関する調査研究及び提言、都市建設に関する合意形成の促進等を行うことを目的としており、文化、学術研究、新産業創出等の各分
野における調査研究・プロジェクト等を、地方公共団体、研究機関、経済団体等との連携のもと、幅広く行っている法人である。当
財団は、本都市に関する十分な知識を有しており、平成８年度から継続して「関西文化学術研究都市セカンド・ステージ・プラン実
現化調査」を実施し、その中で近畿圏における本都市の役割について検討している。また、平成16年度の「関西文化学術研究都市建
設推進方策調査」においては、「セカンド・ステージ」における都市建設の現状評価等調査を実施し、現在の学研都市を取り巻く諸
状況や都市建設の現状把握、評価を行っており、良好な結果を出している。このように、当財団は本都市について熟知しているこ
と、また本調査を実施するにあたり、すでに基本データ及び豊富な知識を有することから、契約相手方として（財）関西文化学術研
究都市推進機構をおいて他にはない。したがって、本調査については、会計法29条の３第４項及び予決令第102条の４第３号に基づ
き、（財）関西文化学術研究都市推進機構と随意契約を行うもである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

530
（財）関西文化学術研究
都市推進機構

平成17年度関西文化学術研究都市にお
ける研究開発力の発揮に向けたシステ
ム構築に関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月21日 14,483,700

関西文化学術研究都市（以下「学研都市」という。）は現在、平成８年に答申された「セカンド・ステージ・プラン」に基づき建設
が進められているが、都市を取り巻く社会・経済等の諸情勢が大きく変化してきており、この状況に適切に対応した都市建設を推進
していく必要が生じている。このような背景から、昨年度末、有識者により構成される「関西文化学術研究都市の明日を考える懇談
会」により、学研都市が目指すべき方向について提言が取りまとめられたところである。本調査は、近年の企業の東アジアへの転出
や既存産業の成熟化など、日本経済の先行きが不透明な中で、産学官連携の強化による新産業創出への社会的な期待の高まりを受
け、学術研究施設が集積している学研都市において高度で多様な研究開発力を有効活用するため、産学官連携戦略の調査・検討及び
産学官連携システムの構築に向けた調査・検討を行い、新産業の創出及び新技術の実用化を促進し、学研都市のポテンシャルの向上
とともに、関西圏や日本の経済の活性化を図るものである。調査の実施にあたっては、学研都市における産学官連携の現状について
熟知していることに加え、本都市を含めた関西におけるリサーチパークにおける産学官連携について豊富な知識を有していること、
また関係者等の意見を集約・整理し、今後の都市建設及び運営に当たり、調査結果を十分に反映・活用できることが必要である。
（財）関西文化学術研究都市推進機構（理事長：立石義雄）は、創造的な文化、学術及び研究の拠点の形成に関する調査研究及び提
言、都市建設に関する合意形成の促進等を行うことを目的としており、文化、学術研究、新産業創出等の各分野における調査研究・
プロジェクト等を、地方公共団体、研究機関、経済団体等との連携のもと、幅広く行っている法人である。当財団は、本都市の産学
官連携に関する十分な知識を有しており、これまでにも平成１２、１３年度には「関西文化学術研究都市の文化学術研究機能を活か
した新産業創出促進方策調査」を実施し、良好な結果を出している。このように、当財団は本都市について熟知していること、また
本調査を実施するにあたり、すでに基本データ及び豊富な知識を有することから、契約相手方として（財）関西文化学術研究都市推
進機構をおいて他にはない。したがって、本調査については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づ
き、（財）関西文化学術研究都市推進機構と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）
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531 （財）計量計画研究所
平成17年度首都圏都市開発区域の整備
方策に関する調査業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月28日 8,922,900

本調査は、人口増加率の鈍化、地場産業の停滞等により、地域活力が低下傾向にある首都圏の都市開発区域を、引き続き発展の持続
する自立した地域として整備し、首都圏における適切な機能分担を実現するため、各地域の基礎的データ及び今日的課題を収集分析
するとともに、今後の機能集積のあり方・地域間の連携方策を明らかにすることを目的としている。本調査の遂行に当たっては、首
都圏整備のための各制度、施策に精通していることとあわせ、都市開発区域の現状及び将来展望や広域連携方策について、人口、交
通等の定量的なデータ分析や将来予測を行いうる能力を必要とする。財団法人計量計画研究所は、「我が国及び諸外国の政治、経
済、社会事象の数量的な調査研究を行い、我が国諸官庁を始め諸企業の合理的政策決定及び科学的計画に関する知識普及に寄与する
こと」を目的とした団体である。上記団体は、昨年度、都市･地域整備局大都市圏整備課の発注により、首都圏郊外部における将来人
口を予測し、首都圏郊外部の将来人口を踏まえた今後の望ましい生活像、整備方策の検討（平成１６年度経済境の変化に対応した大
都市圏郊外部の整備方策検討調査）を実施しており、首都圏整備のための各制度や施策をふまえ、各種統計データを活用した分析と
ともに、有識者等による議論を進める中で独自の知見を生かして将来像を取りまとめるなど、良好な成果を収めている。また、広域
連携拠点における拠点性及び拠点間の連携性について、国土計画局の発注によりパーソントリップ調査等の交通データや、既存統計
データにより定量的な分析・検証（平成１４年度広域連携拠点における拠点性及び拠点間連携性検証調査）を実施しており、広域連
携の現状や課題を多様な角度から分析する能力を有するとともに、横浜市の発注により首都圏南西部における連携マスタープランの
策定を目指した都市間連携方針の検討（平成１６年度首都圏南西部・都市づくりに関する連携方針等検討調査業務）を実施するな
ど、広域連携方策の立案に関する専門的な知識を有している。このように、財団法人計量計画研究所は、首都圏整備のための各制
度、施策に精通しているとともに、本業務に必要な首都圏の都市開発区域の現状や課題を多様な角度から分析する能力と、都市開発
区域の整備方策や、広域連携方策を定量的なデータや将来予測をもとに高度な知見から分析するための専門的知識を有する唯一の団
体である。したがって、本調査については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、財団法人計量計
画研究所と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

532
（財）関西文化学術研究
都市推進機構

平成17年度学研都市における生活支援
ロボットの開発支援方策調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月3日 7,962,150

関西文化学術研究都市では、国際電気通信基礎技術研究所や（独）情報通信機構けいはんな情報通信融合研究センター、奈良先端科
学技術大学院大学などにおいて、ロボットに関する我が国を代表する 先端の研究が行われている。また、平成16年４月の都市再生
プロジェクト「大阪圏における生活支援ロボット産業拠点の形成」の決定を受け、産学官の組織を結集し関西全体での推進体制が図
られているところである。なお、学研都市は、学術研究の諸活動の成果を取り入れて今後の都市のあり方を提示し、現代の都市が直
面する諸問題の解決に貢献していく「パイロット・モデル都市」として位置付けられている。本調査は、ロボット研究開発機関等が
集積し、さらに研究開発機関と住宅地が隣接する学研都市において、まちづくりの視点から、生活支援ロボットの開発の方向性の提
示を行うことにより、安全・安心な都市環境の形成に資するとともに、研究者と都市住民が一体となった生活支援ロボットの開発を
誘導することを目的に、生活支援ロボット開発の現状把握、都市環境及び都市生活上求められる課題抽出など、生活支援ロボットの
開発の方向性の提示に向けた様々な検討、分析を行うものである。調査の実施にあたっては、学研都市について熟知していることに
加え、学研都市内での生活支援ロボット開発動向について豊富な情報を有していること、また関係者等の意見を集約・整理し、今後
の生活支援ロボットの開発に当たり、調査結果を十分に反映・活用できることが必要である。(財)関西文化学術研究都市推進機構
は、創造的な文化、学術及び研究の拠点の形成に関する調査研究及び提言、都市建設に関する合意形成の促進等を行うことを目的と
しており、文化、学術研究、新産業創出等の各分野における調査研究・プロジェクト等を、地方公共団体、研究機関、経済団体等と
の連携のもと、幅広く行っている法人である。当財団は、本都市に関する十分な知識を有しており、生活支援ロボットを開発する研
究機関等の長を集めた「立地施設懇談会」を開催するなどして各研究機関からロボット開発状況のヒアリングを行うとともに、大学
等に対しては学長ヒアリングを実施して大学のロボット研究動向などを聞き、今後の学研都市の運営に役立てているところである。
このように当財団は本都市について熟知していること、また本調査を実施するにあたり既に基本データ及び豊富な知識を有すること
から、契約相手方として当機構をおいて他にはない。従って本調査については、会計法第29条の３第４項及び予決令第102条の４第３
号に基づき、（財）関西文化学術研究都市推進機構と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

533 （独）土木研究所
平成17年度大深度地下の施設設置に伴
う化学反応に関する検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月3日 4,987,500

本調査は、大深度地下において発生すると考えられる化学反応について、既往の知見の収集整理や反応物質の分析から、その定量的
予測手法を提案することを目的とする。このため調査にあたっては、応用地質学に関してはもちろんのこと、地盤の組成・化学反応
及び地盤汚染等に関する十分な実績と専門的知識が必要である。独立行政法人土木研究所は、土地利用全般にかかわる応用地質学分
野としての土木地質学に関しても、内務省機関の時代から総合的に研究を行っている研究機関である。同法人では、特殊な岩盤およ
び岩石による環境汚染の評価手法の開発や、地盤環境とその変化が生態系に及ぼす影響に関する研究を現在まで数年に亘り行ってお
り、過去にも地質環境に関する研究や環境アセスメント技術の開発を行ってきている。以上の観点から、当該法人は本業務を行う上
で必要となる大深度地下において発生すると考えられる化学反応に関して深い知見を有しており、契約相手方としては、独立行政法
人土木研究所をおいて他にない。したがって、本業務については、予決令第１０２条の４第３号に基づき独立行政法人土木研究所と
随意契約を行うものである。

その他のもの

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

534 （財）国土計画協会
平成17年度筑波研究学園都市の建設推
進状況調査業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月3日 11,999,400

筑波研究学園都市は首都圏の既成市街地の過密緩和と我が国 大の科学技術研究開発拠点の形成を目的として、計画的に建設・整備
が進められた都市である。現在、筑波大学や産業技術総合研究所等の国の研究機関が中心となって科学技術立国や産学官連携による
新産業創出の一大拠点として機能するとともに、首都圏北東部の広域連携拠点・業務核都市として都市機能の充実が図られている。
都市の建設・整備は、平成10年に改定された「研究学園地区建設計画」、「周辺開発地区整備計画」にもとづき進められているが、
平成13年度からの国の研究機関及び大学の法人化や近年特に盛んになっている産学官連携の取り組みにより研究開発活動が大きく変
化しているとともに、平成17年８月につくばエクスプレスが開業しこれに伴う急速な都市化の動きにより、その沿線における大規模
な区画整理事業と相まって今後都市構造が大きく変化することが予想されることから、これらに対応したまちづくりを進めていく必
要がある。本調査は昨年度に実施した「平成16年度筑波研究学園都市の建設推進のための方策検討調査」を踏まえ、都市建設の基本
目標に即して近年の大学・研究機関の活動状況や土地利用の現況及び今後の動向を把握することにより、今後の都市づくりのあり方
の検討に資することを目的とするものである。その検討にあたっては首都圏における将来像、広域連携などの圏域計画から様々な都
市整備に係る事業制度等まで幅広く高度な知見が必要であり、都市整備方策検討に係る高度な技術と経験、内外の事例調査・研究等
に関する豊富な知識を必要とする。(財)国土計画協会は、国土計画及び地方計画に関する調査研究、また国土計画及び地方計画に係
る事業の促進等を主な業務としており、これまでに「土地区画整理事業を活用した都市構造再編のための総合的再開発推進プログラ
ム検討調査」「都市再生に資する首都圏の都市構造再編方策検討調査」等圏域計画や都市整備方策に関する調査を数多く手がけ、ま
た平成16年度には「筑波研究学園都市の建設推進のための方策検討調査」を受託し良好な成果をおさめ、平成15年７月には将来のつ
くばを展望するシンポジウム「2003つくばシンポジウム変えるつくば残すつくば」を主催しており本調査を遂行するための十分な経
験と高度な技術、また調査検討実施体制を有している。このように、本業務を行う上で上記のような特に高度な技術及び経験を有す
る事が必要であることから契約の相手方として、同法人をおいては他にない。従って本業務については、会計法第29条の３第４項及
び予決令第102条の４第３号に基づき、(財)国土計画協会と随意契約をするものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）
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535 （財）国土計画協会
平成17年度大都市圏における水循環と
緑の回復に関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月7日 21,055,650

　首都圏は、多くの人々の生活の場や活動の場であるとともに、我が国の政治、経済、文化等の面で中心的な役割を果たしている一
方で、住宅問題、交通渋滞な等の機能問題に加え、都市活動の消費エネルギーの増加等による都市気象問題の顕在化、身近な自然と
のふれあいの減少、農地や樹林地の荒廃などの様々な都市環境問題が深刻さを増しており、都市活力や魅力を維持しつつ環境負荷の
少ない、持続可能な大都市構造への転換が求められている。また、首都圏は市街地が連担し経済社会の諸活動が都県境を越えて一体
化しているため、上記の実現には、行政界を越えた広域的・総合的な取り組みが必要である。以上の観点を踏まえ、都市再生プロ
ジェクト「大都市圏における都市環境インフラの再生」の検討結果である「首都圏の都市環境インフラのグランドデザイン」におい
て国の役割として示された、自然環境の保全、再生、創出と都市環境インフラの整備に関する施策の効果の測定などのために必要な
首都圏緑被分布図の作成等を検討するものである。これらを検討するにあたっては、一の都県の範囲を超えた広域の圏域を対象とし
た将来像や計画についての策定に要する高度な技術と経験はもとより、計画の実現において必要な圏域レベルから都市レベルまでの
幅広い制度や各種事業等の施策に関する幅広く専門的な知識、さらに、計画の推進を図る際の課題等への対応に関する実績が必要で
ある。(財)国土計画協会は、国土計画及び地方計画策定に関する諸般の事項を調査研究し、国土の開発利用、保全並びに各種施設の
規模及び配置に関する総合計画の樹立並びに地方計画策定に協力し、その実施にあたってはこれ等の推進を図ることを目的に設立さ
れた財団法人である。本協会は、これまでに「大都市圏の将来像に関する調査」、「東京湾沿岸地域における再編整備計画調査」、
「首都圏における広域環境インフラや新産業創出を軸とする地域整備方策検討調査」など数多く手がけ、また、平成16年度には「平
成16年度大都市圏における水循環と緑の回復に関する調査」を実施し、良好な成果をおさめるなど、本調査を遂行するための高度な
技術と十分な経験、また幅広く専門的な知識と実績を有している。以上のことから、本業務を遂行するに際しては、上記の高度な技
術と十分な経験、及び幅広く専門的な知識と実績が必要なことから、契約相手方としては同法人をおいて他にはない。従って、本業
務については、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号に基づき、(財)国土計画協会と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

536
（社）日本プロジェクト
産業協議会

平成17年度大深度地下の利用に伴う費
用比較に関する検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月11日 4,998,000

本業務は、大深度地下使用制度の適用有無による事業の費用比較について、テストケースを設定して試算を行うものであり、前提条
件等について中立的で現実的な設定を求めている。このため、本業務においては大深度地下使用制度の中身や幅広い技術的な基礎知
識、また計算能力を満足するための実施体制が要求される。社団法人日本プロジェクト産業協議会は、豊かさを実感できる国民生活
の実現に向けて国土の有効利用と社会資本整備を推進する事を目的とし昭和５４年に発足、昭和５８年４月、国土庁、通商産業省、
運輸省、建設省の共管による社団法人に改組された団体であり、発足以来、社会のニーズを踏まえた大規模プロジェクトの提案、実
現に向けた活動を行っている。当該法人は、各種大型プロジェクト推進に関しての資料及び情報の収集・検討に基づき、公共性の高
い基盤整備を推進するための考え方、課題等をまとめた大都市新生に向けてのプロジェクトの提案を実施しており、平成１５年１１
月の「大都市新生、東京の再構築に向けて何をすべきか」において、大深度地下を活用した都市構造の再構築を提案する等、地下空
間を利用した大規模プロジェクトの提案も多数行った実績をもつ。さらに、当該法人はこれまでも平成１２・１３年度に「地下を活
用した大都市新生プロジェクトに関する調査」、平成１５年度に「大深度地下施設の長期供用に関する調査」、また、平成１６年度
に「大深度地下利用プロジェクトの動向に関する調査」を請け負い、良好な成果を収めているところである。このように当該法人
は、各種大型プロジェクト、特に地下空間を利用した大規模プロジェクト推進に関する資料及び情報の収集・整備能力に秀でてお
り、また、大深度地下使用制度全般への関わりも深く、契約相手方として、当該法人をおいて他にはない。したがって、本業務につ
いては、予決令第１０２条の４第３号に基づき社団法人日本プロジェクト産業協議会と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

537
（財）国土技術研究セン
ター

平成17年度大都市圏の広域防災拠点
ネットワークにおける異種輸送手段の
結節機能の強化に関する検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月14日 10,920,000

本業務は首都圏での災害時における舟運の利用可能性を検討し、道路輸送や航空輸送との連携を含めた広域的な緊急輸送の円滑かつ
効率的なネットワークの形成に資する舟運の有効活用の検討を行うことを目的として実施するものである。本業務を実施するにあ
たっては道路、河川、港湾施設等の緊急輸送ネットワークインフラ、防災拠点、地震被害予測等の災害に関する総合的な知見と知識
が要求されるとともに、通常時も含めたネットワークインフラ整備に関する広範かつ専門的な知識と経験を有していることが必要不
可欠である。(財)国土技術研究センターは「我が国における建設技術発展の支柱となり、国と社会が要請する新しい建設技術に関す
る調査研究を総合的、かつ、効果的に行うとともに、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、もっ
て国民福祉の向上に寄与すること」を目的として設立された組織である。当法人は都市河川整備においては「都市河川計画の手引
き」を発行する他、都市河川を取り巻く諸問題検討業務や都市河川治水対策検討業務等多くの実績を有する他、道路整備において震
災時の緊急輸送道路の確保について検討した「道路の地震対策に関する調査検討」（関東地方整備局）、舟運活用による地域活性化
に関する「街道・舟運の再生による広域的な交流促進及び地域活性化方策の検討調査」（建設経済局）等の調査検討を行ってきた。
また防災対策等の分野の実績としては、阪神淡路大震災の教訓を踏まえ広域防災拠点の配置や緊急輸送ネットワーク等の防災空間
ネットワーク形成の基本方針を検討した「東京圏における防災空間ネットワーク形成推進方策策定調査」（関東地方建設局）等の調
査検討を実施し、都市全域から街区レベルに至る防災性の評価や災害に強いまちの構築に向けた調査・研究、防災上の危険度の高い
密集市街地におけるケーススタディ等を行ってきた。このような防災のみならず河川、道路、まちづくり等の他分野にわたる豊富な
実績と知識・技術の蓄積があり、かつ防災対策全般に関する行政動向、技術動向等についても、広範かつ専門的な知識を総合的に持
ち合わせているのは唯一当法人のみである。以上の観点から本業務の実施にあたっては、災害時における緊急輸送ネットワーク等へ
の影響に係る評価・分析手法に関する幅広い知識と経験や、ネットワークインフラの整備に関する知見など、広範的な知識と専門性
を総合的に持ち合わせていることが必要不可欠であり本業務の契約相手方として当法人を置いて他にない。従って本業務について
は、予決令第102条の４第３号に基づき(財)国土技術研究センターと随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募の手
続きを導
入
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538 （財）都市防災研究所
平成17年度帰宅困難者対策のための大
都市圏整備方策に関する検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月14日 14,999,250

本業務は、首都圏において想定されている大規模地震等の被災時において、大量に発生することが予想される帰宅困難者の安全な徒
歩帰宅ができるよう支援するため、広域的なインフラ整備、管理の観点から歩行空間や中継拠点等を設定し、帰宅困難者対策のため
の大都市圏の整備方策を検討することを目的として調査を実施するものである。本業務を実施するにあたっては、災害情報ネット
ワーク、防災拠点整備、地震被害予測等の災害に関する総合的な知見と知識が要求されるのみならず、防災対策全般に関する行政動
向、地域における防災対策等について、広範かつ専門的な知識と経験を有していることが必要不可欠である。財団法人都市防災研究
所は、昭和５４年の設立以来、災害の分析、被災対応防災と情報化の関係等の研究について多くの実績を残し、特に近年では、東京
駅周辺防災隣組（東京駅・有楽町駅周辺帰宅困難者対策地域協力会）なる丸の内周辺での企業の自主防災組織の運営と帰宅困難者問
題対応を自らが推進責任者となって設立し、都市防災コンサルタントとしては唯一、現場のまちづくり活動に責任を負う主体者とし
てのスタンスで自主防災活動に努めている。また、防災的見地からの都市整備に関する調査研究、災害時における避難や帰宅困難者
支援検討など、関連する調査実績も豊富で、建設省の「都市直下型地震を踏まえた安全まちづくりの推進方策検討調査」、「都市防
災対策の基礎的検討業務」、「避難地避難路の安全性に関する実験調査」、内閣府の「災害時における的確な被災者ニーズの把握と
活用システム構築に関する調査業務」などや、自治体の防災対策に関する調査研究としては、横浜市の「主要駅等混乱防止対策調査
事業検討調査業務」、「主要駅等帰宅困難者支援策等検討調査」、東京都の「大震災時の避難システムの総合研究」などの実績があ
り、防災とまちづくり、特に帰宅困難者対策を検討していく本業務に必要な知識と専門性を有しているのは、唯一当法人のみであ
る。以上の観点から、本業務の実施にあたっては、大地震等の災害時対応に関する情報・知識の蓄積やこれらをもとにした被災対応
等に係る評価・分析に関する幅広い知識と経験、災害に関する総合的な知見など、都市防災対策全般に関する行政動向、社会動向等
について、広範的な知識と専門性を総合的に持ち合わせていることが必要不可欠であり、本業務の契約相手方として、当法人を置い
て他にない。したがって、本業務については、予決令第１０２条の４第３号に基づき財団法人都市防災研究所と随意契約を行うもの
である。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から一般競争入札等
に移行）

539
（財）琵琶湖・淀川水質
保全機構

平成17年度琵琶湖総合保全推進調査業
務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月28日 9,996,000

本調査は、平成９年度から平成１０年度の２カ年にわたり関係省庁と共同で実施された「琵琶湖の総合的な保全のための計画調査」
に基づき、これを推進するために実施している調査である。今年度は昨年度実施した琵琶湖総合保全計画の中間評価を受け、第１期
目標達成に向けて新たな知見等を踏まえた本計画の持続的改善方策と事業方策を検討するとともに水質保全分野の第２期目標達成に
向けて、本計画推進による琵琶湖水質改善効果の予測方法について検討するものである。本調査を行うにあたっては、琵琶湖の総合
的な保全計画に関する詳細な知識、各省庁、自治体等各主体による水質保全、水源かん養、自然的環境・景観保全についての施策に
関する詳細な知識、及びこれらを分析する高度な能力が必要である。また、同時に、琵琶湖の総合的な保全の背景となる河川、ダ
ム、道路、下水道、かんがい排水等各種の社会基盤整備事業や、湖沼の環境保全に関する専門知識、琵琶湖及び琵琶湖を含む淀川水
系全体についての総合的知識、琵琶湖総合開発事業、及び総合的保全についての幅広く高度な知識が必要である。財団法人琵琶湖・
淀川水質保全機構は、淀川水系における河川・湖沼水の水質浄化技術及びこれに関連する技術に関する研究開発、水質浄化事業の支
援等を行うことにより、淀川水系の水質保全に寄与し、もってうるおいのある地域社会の形成と関係住民の生活環境の向上に資する
ことを目的に設立された財団法人であり、琵琶湖・淀川水質浄化研究所、琵琶湖・淀川水質浄化共同実験センターを有し、琵琶湖・
淀川水系の総合的な保全、及び周辺地域の社会情勢等について、広範かつ高度な知識を有する唯一の組織である。また、当省におけ
る調査については、平成９年度から１０年度の２ヵ年で国土総合開発事業調整調査による「琵琶湖の総合的な保全のための計画調
査」を受託したほか、平成１１年度から１６年度には「琵琶湖総合保全推進調査」を受託し、優れた成果を収めているほか、滋賀
県、水資源機構等における水質浄化等の多くの調査検討業務に携わるのみならず、自主事業としても優れた調査検討の実績があるほ
か、海外における湖沼・河川の保全に関する調査や情報交換等を積極的に行うなど十分な実績も有している。以上のことから、本業
務を行うに際しては琵琶湖の総合保全について、幅広く高度な知識と実績が必要なことから、契約の相手方として財団法人琵琶湖・
淀川水質保全機構をおいて他にない。したがって、本調査については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
に基づき、財団法人琵琶湖・淀川水質保全機構と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

540
（財）大阪湾ベイエリア
開発推進機構

平成17年度大阪湾ベイエリアにおける
社会経済情勢を踏まえた今後の展開方
策検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月31日 9,996,000

本調査は、大阪湾臨海地域の開発整備を推進するために、大阪湾臨海地域開発整備法に基づき整備された計画、施設の現状について
総点検を行い、臨海部の 近の動向を踏まえ、今後の大阪湾ベイエリア開発整備のあり方についての方向性を明らかにするものであ
る。財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構は、近畿圏の活性化を先導する大阪湾臨海地域に関する一体的利用を推進するために、
新たな高次機能の集積、快適な生活空間の形成等大阪湾臨海地域の総合的開発整備に関する調査研究、企画立案、合意形成の促進、
広域的共同的取組みの促進等を、地方公共団体、経済団体等との連携のもと、幅広く行っている法人である。これまでにも、大阪湾
臨海地域における総合的開発整備方策として、「大阪湾臨海地域の総合的整備推進方策検討調査（Ｈ１４）」、「大阪湾ベイエリア
の開発整備推進方策検討調査（Ｈ１５）」及び「大阪湾ベイエリア開発整備のあり方検討調査（Ｈ１６）」等について、国土交通省
等の国の機関、公団、府県市等より受託、実施し、いずれの調査においても優れた成果を収めている。また、大阪湾臨海地域開発整
備法第７条の規定に基づき、整備計画の策定に関して、広域的、専門的な見地から広く調査研究・提言等を行う目的で学識者等から
なる「整備計画に関する委員会」を設置し、活動を行っている。このように、当該法人は、国、地方公共団体、民間団体等と連携し
つつ、大阪湾臨海地域の総合的開発整備に関する施策を幅広く行っており、本調査における大阪湾臨海地域開発整備法に基づく今後
の大阪湾ベイエリア開発整備のあり方について広く検討できる法人は他にはない。したがって本調査については、会計法第２９条の
３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき、財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構と随意契約を行うもので
ある。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

541
（財）日本開発構想研究
所

平成17年度中部圏における多軸連結構
造の形成推進調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月31日 5,775,000

本調査は、平成１４年度に公表された「名古屋大都市圏のリノベーション・プログラム」で提案されたシンボルプロジェクトの１つ
である「ものづくり文化回廊」を推進することで、中部圏基本開発整備計画（第４次）において掲げられた「世界に開かれた多軸連
結構造の形成」を実現することを目的としている。財団法人日本開発構想研究所は、国民の諸活動の基礎をなす国土の総合的な開発
に関する構想、それを達成するためのシステム等について、調査、研究、企画を行い、もって人間のための豊かな環境の創造に資す
ることを目的とした公益法人である。これまでにも、当該法人は、平成１１～１２年度に首都圏及び京阪神圏の大都市リノベーショ
ンプログラム策定のための調査「大都市リノベーションプログラム策定調査」を受託し、関係者等との連携を円滑にとり行いなが
ら、経験と高度な専門的な知識を活かした適切な調査を実施したところである。さらに、平成１３年度には、国土交通省による「名
古屋大都市圏のリノベーション・プログラム策定調査」において、名古屋大都市圏の将来像の検討等を行い、平成１６年度には「中
部圏における多軸連結構造の形成推進調査」において、ものづくり文化の体系的な整理等を行い、いずれの調査においても優れた成
果を収めている。このように、当該法人は、国、地方公共団体等と連携しつつ、大都市圏のリノベーションに関する業務を幅広く
行っており、本調査を円滑に実施することができる法人は財団法人日本開発構想研究所をおいて他にはない。したがって本調査につ
いては、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき、財団法人日本開発構想研究所と随意契
約するものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）
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542
（財）都市みらい推進機
構

平成17年度都市圏整備のあり方に係る
検討

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月25日 18,165,000

本検討では、都市圏の抱える課題の抽出、整理を行い、都市圏概念の整理を行い、現行制度の限界点を示した上で、国際競争力　等
の視点を取り入れながら、望ましい都市圏整備のあり方を提案することを目的とする。財団法人都市みらい推進機構は、「新しい都
市拠点の形成等の都市の活性化に関する総合的な調査・研究、情報・資料の収集等、民間の技術と経験を活かしつつ、地域社　会と
調和した活力ある都市づくりの推進を図ること」を目的とした団体である。上記団体は、「平成１５年度国際化に対応したまちづく
り検討調査」「平成１６年度都市の国際競争力強化方策及び海外都市情報収集等に関する調査業務」「全国都市再生を推進する効果
的な施策の在り方に関する基礎調査（平成１６年度）」等、国際競争力や都市再生等の視点からの都市づくりのあり方に関する調査
において良好な成果を収めている。また、都市圏整備において重要な役割を果たす、東京都、大阪市、名古屋市等７０を超える地方
公共団体等のほかに、都市づくりに関する民間企業約１１０社を賛助会員として有するなど、地方公共団体、民間双方との間で幅広
い人的ネットワークを築いており、迅速な情報収集が可能である。以上のように、本調査において必要な、都市圏整備について幅広
く高度な知識と経験を有し、かつ地方公共団体、民間事業者双方との間で幅広い人的ネットワークを築き、さらに都市づくりに関し
て継続的な情報の蓄積を行っているものは、財団法人都市みらい推進機構をおいて他にない。したがって、本業務については、予決
令１０２条４項３号に基づき、財団法人都市みらい推進機構と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

543
（社）日本トンネル技術
協会

平成17年度大深度地下技術ハンドブッ
ク作成業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月28日 4,987,500

本業務は、大深度地下使用法の制定後、技術的な事項について発行されてきた諸資料を集約し、体系化するものである。このた
め、本業務においては大深度地下使用制度の成立からの経緯に通じ、地下利用全般に亘る幅広い技術的な基礎知識、またハンドブッ
ク化に伴う編集能力が要求される。社団法人日本トンネル技術協会は、トンネルの建設及び維持管理に関する調査研究を行い、地下
利用技術の進歩向上を図ることによって、国土の保全と公共福祉の増進に寄与することを目的として設立された法人である。会員に
はトンネルの設計・施工に携わる法人の多くが登録しており、土木分野の学識経験者、トンネル施工管理者等のトンネル専門家によ
る高い技術力と豊富な現場経験によって地下空間の建設及び維持管理に関する調査研究が進められている。また同法人は、政府機関
及び民間事業者から、都市部山岳工法の設計・施工方法の検討をはじめとした地下空間に関する調査を多数受託している。特に大深
度地下利用に関しては「大深度地下利用に関する技術開発ビジョンの検討に関する調査（長距離高速掘進技術部門、構造物の耐久性
部門、拡幅分岐部、多様断面部門、排土処理・輸送部門）」（平成13年度　国土交通省）、「大深度地下における都市型ＮＡＴＭ適
用検討調査」（平成14年度　国土交通省）、「大深度地下における都市部山岳工法の適用に関する調査」（平成15年度　国土交通
省）、及び「大深度地下における都市部山岳工法の近接影響に関する調査」（平成16年度　国土交通省）を請け負っており、良好な
成果を収めている。上記の知見や実績を勘案すれば、本業務を行う上で、特に地下空間に関する高い技術的能力を有する者は、社団
法人日本トンネル技術協会をおいて他にない。したがって、本業務については、予決令第１０２条の４第３号に基づき社団法人日本
トンネル技術協会と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

544
（財）日本開発構想研究
所

平成17年度名古屋大都市圏地域の総合
的な拠点性向上方策検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月30日 9,660,000

本調査は、平成14年度に公表された「名古屋大都市圏のリノベーション・プログラム」で提案されたシンボルプロジェクトの１つで
ある「世界産業首都創生プロジェクト」を推進することで、中部圏基本開発整備計画（第４次）において掲げられた「世界に開かれ
た多軸連結構造の形成」を実現することを目的としている。財団法人日本開発構想研究所は、国民の諸活動の基礎をなす国土の総合
的な開発に関する構想、それを達成するためのシステム等について、調査、研究、企画を行い、もって人間のための豊かな環境の創
造に資することを目的とした公益法人である。これまでにも、当該法人は、平成11～12年度に首都圏及び京阪神圏の大都市リノベー
ションプログラム策定のための調査「大都市リノベーションプログラム策定調査」を受託し、関係者等との連携を円滑にとり行いな
がら、経験と高度な専門的な知識を活かした適切な調査を実施したところである。さらに、平成13年度には、国土交通省による「名
古屋大都市圏のリノベーション・プログラム策定調査」において、名古屋大都市圏の将来像の検討等を行っている。このように、当
該法人は、名古屋大都市圏の都市構造、経済活動、生活文化等に精通し、なおかつ、大都市圏整備に関する諸制度やリノベーション
プログラムの内容・趣旨に精通しており、土地利用計画や市街地整備手法等の行政的専門知識も有している。また、国、地方公共団
体等と連携しつつ、大都市圏のリノベーションに関する業務を幅広く行っており、本調査を円滑に実施することができる法人は財団
法人日本開発構想研究所をおいて他にはない。したがって本調査については、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条
の4第3号に基づき、財団法人日本開発構想研究所と随意契約するものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

545 （財）国土計画協会
平成17年度東京湾臨海部における緑の
現況に関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月15日 4,620,000

東京湾は、経済社会の発展、国際交流の進展や市民生活の向上に寄与する貴重な空間であるとともに、気象緩和、
水循環等に寄与する自然環境を有し、首都圏全体の共有資源として、長期的な観点からその潜在的役割を将来に
かけて発揮させていくことが重要である。一方、近年の産業構造の転換等の社会経済情勢の変化してゆくなかで、
東京湾臨海部の土地利用も従来の工業用途とは大きく異なる住居系・商業系の用途への転換が進み、良好な生活
環境や潤いのある空間として緑の役割が求められるとともに、建築物の高層化などにより周辺の気温などの気象にも
大きな影響を与えることも懸念されている。本調査では、東京湾臨海部における緑被の分布について、周辺部との緑の
連続性なども踏まえて現況を把握することで、周辺部と臨海部が一体となった良好な生活環境や潤いのある空間づくり
を進めるために必要な基礎的情報を得ることを目的として、東京湾臨海部を対象に、首都圏全体の緑被分布を定量的
かつ圏域で統一的に把握する目的で実施している平成17年度大都市圏における水循環と緑の回復に関する調査
(以下「H17年度緑の回復調査」という)において使用している衛星データと、その調査・解析手法により緑被分布図を
作成しGISデータとして整備するとともに、H17年度緑の回復調査の成果物であるGISデータと一体化して整理するもの
である。本調査を実施するにあたっては、一の都県の範囲を超えた東京湾岸域の広域の圏域を対象にした土地利用や
保全に関する幅広く専門的な知識及び調査実績を有し、これらの動向について把握していることはもちろん、本調査と
密接に関係するものとして、現在調査を進めている「H17年度緑の回復調査」における調査・解析手法について熟知
していることが必要不可欠である。財団法人国土計画協会は、国土計画及び地方計画策定に関する諸般の事項を
調査研究し、国土の開発利用、保全並びに各種施設の規模及び配置に関する総合計画の樹立並びに地方計画策定に
協力し、その実施にあたってはこれ等の推進を図ることを目的に設立された財団法人である。本協会は、これまでに
「大都市圏の将来像に関する調査」、「東京湾沿岸地域における再編整備計画調査」、「都市再生に資する首都圏の
都市構造再編方策調査」など、数多く手がけるとともに、本調査と密接に関係する「H17年度緑の回復調査」を受託し、
同調査の調査・解析手法について熟知していることから、本調査を遂行するための高度な技術と必要な実績を
有している。以上のことから、本業務を遂行するに際しては、上記の高度な技術とその実績を有し、かつ「H17年度
緑の回復調査」について熟知していることから、契約相手方としては同法人を置いて他にはない。

従って、本業務については、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号に基づき、
財団法人国土計画協会と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）
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546
（財）日本地域開発セン
ター

地域振興アドバイザー派遣バックアッ
プ等調査業務

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年4月8日 19,897,500

本業務は、地域振興アドバイザー派遣制度の円滑かつ効率的な推進に資するため、アドバイザーが現地派遣に際して必要となる各種
情報・資料の提供等を行うとともに、アドバイザーの派遣活動のとりまとめ等を通じたアドバイザー派遣制度充実のための各種事例
分析・検討を行い、その情報を全国に広く活用するものである。本業務は、地域づくり活動の実証的検討が必要である。財団法人日
本地域開発センターにおいては各地域でのまちづくりシンポジウムの開催等を通じて、地域づくりの現状、情報のノウハウの蓄積が
あり、地域振興アドバイザー制度の実施に当たって、その蓄積されたデータは本調査において必要不可欠なものとなっており、本調
査の実施に当たって十分な成果が期待できる唯一の団体である。また、過去において諸官庁より各種類似調査・研究を請け良好な成
果をあげており、また過去１７ヶ年本調査を請負い良好な成果をあげている。本業務を行う上で、上記の特に高度な技術または経験
を有することが必要であることから業務相手先として、財団法人日本地域開発センターを置いて他にはない。したがって、本業務に
ついては、予決令第１０２条の４第３号に基づき、契約相手先と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から一般競争入札等
に移行）

547 （財）日本交通公社
半島地域自立発展促進事業（第８回・
第９回半島ツーリズム大学の開催）業
務

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年6月15日 21,000,000

「半島ツーリズム大学」は、平成８年度から平成１１年度にかけて行った半島ツーリズム資源調査を踏まえ、半島地域の魅力を広く
国民にＰＲするとともに、半島地域の住民の観光振興に対する意識の啓発等を図るためのシンポジウム等を開催するものである。
　このため、実施に当たっては、我が国の観光文化・観光産業の活性化に向けた情報発信の手法、人材の育成についての研修・セミ
ナーの実績が十分にある業者と契約する必要がある。
　財団法人日本交通公社は、我が国で数少ない観光分野での専門研究機関であり、公益事業として観光関連の基礎的な研究を行うと
ともに、国や都道府県、市町村からの依頼を受けて地域開発などに関する調査を実施し、観光レクリエーションの望ましい姿を実現
するため、地域開発・事業計画の策定・提言をしている。本事業については、平成１２年度の第１回より開催を請け負っており、ま
た全国各地におけるこれらの調査事業等の実施により、本業務実施地域それぞれに関しても観光資源、観光を活かした地域活性化、
情報発信の手法に精通しており、その蓄積されたデータは本業務を実施する上で必要不可欠なものとなっている。このような特に高
度な知識、技術及び経験を有する者は同社をおいて他にはない。
　以上のように、本調査の遂行のための要件を満たすのは上記業者のみであり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第３号に基づき、同社と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から一般競争入札等
に移行）

548
（財）ハウジングアンド
コミュニティ財団

地域づくり活動に関わるネットワーク
形成の支援調査業務

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年7月20日 9,975,000

本業務は、多自然居住地域の創造、中心市街地の活性化等、地域づくりを展開している事例を抽出し、地域づくりの展開にあたって
どのようなネットワークが形成されたのか、非営利まちづくりグループ等の地域づくり活動団体におけるネットワーク形成を調査・
分析し、地域づくりのネットワーク形成及び支援の検討に資する基礎資料の作成を目的とするものである。本業務の遂行に当たって
は、ＮＰＯ等の非営利の地域づくり活動団体等の活動状況について相当な知識があることを前提にし、地域づくり活動を展開してい
る団体の事例を収集・分析し、ネットワーク形成及び支援の検討を行うことを想定している。財団法人ハウジングアンドコミュニ
ティ財団は、調査研究事業や活動助成事業、情報提供事業を行っている団体であり、平成１２年度から平成１５年度の４年間にわた
り「地域づくり団体活動支援調査」を、平成１６年度には「地域づくり活動に関わる人材育成方策検討調査業務」を当省から請け負
うなど、本事業に密接に関連する調査の実績も豊富で成果も極めて優秀である。また、ＮＰＯ等の地域づくり団体との情報交流も盛
んに行っており、調査する知識も十分に備えているものである。よって、このような調査を行う法人は同財団以外に考えられず、本
業務の遂行に大変相応しい団体であり、本業務の契約相手方として選定するものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

549 （財）高齢者住宅財団
平成１７年度安全で快適な雪国の高齢
社会を支える地域づくり方策調査業務

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年7月25日 10,500,000

特に高齢者世帯の増加している豪雪地帯において、高齢者世帯の屋根の雪下ろしや家屋周辺除排雪での事故が数多く発生している現
状があり、雪国において高齢者が安心して暮らせる地域づくりが重要な課題となっている。このため本調査は、雪国の高齢者を取り
巻く環境はもとより、人的被害が高齢者を中心に発生している状況や背景を把握するとともに、安全で快適な雪国の高齢社会を支え
る地域づくりの実現に向けてボランティアやＮＰＯなどの参画による地域コミュニティの充実や住民、行政が連携した先進的な取り
組みなど種々の方策について調査検討するものである。
　本業務の遂行に当たっては、豪雪地帯に関する豊富な知識と幅広い経験が必要であることが不可欠であるだけでなく、高齢者に関
する知識と高齢者世帯の居住する住環境に関する豊富な知識、地域づくりに関する方策について技術的かつ総合的な見識が必須であ
る。
　財団法人高齢者住宅財団は、平成１５年度に豪雪地帯である新潟県で「雪国におけるバリアフリー対策の推進による安全で快適な
都市生活の実現モデル調査業務」、平成１３年度に都市・地域整備局で「安全で快適な雪国の高齢社会型住環境の形成方策検討調査
業務」、住宅局で「「歩いて暮らせる街づくり」に資するコミュニティ・ビジネス育成方策検討調査」等の調査を実施しており、今
回の業務に必要不可欠な要素である高齢者・雪国・住環境・地域コミュニティの内容を熟知するとともに、雪国、高齢者、地域コ
ミュニティ対策について豊富な調査実績を残している。また、克雪住宅、雪の事故に関する調査や高齢者の住環境に関する講習会な
どを自ら主催し、社会的な貢献に寄与するとともにこの分野の 新の情報収集に努めている。
　以上のことから、財団法人高齢者住宅財団以外に本調査業務を実施する十分な知見と実績を有する業者は他にみられない。
　したがって、本調査については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、同業者と随意契約を行う
ものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から一般競争入札等
に移行）
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550 （財）国土計画協会
地域資源活用構想策定等支援調査（地
域連携による既存ストックの効果的活
用を通じた地域づくり）

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月5日 25,365,900

　地域の知恵と工夫を活かした「個性豊かな地域の発展」のためには、自然環境、歴史、文化、人材などの地域の有する資源を積極
的に活用していくことが重要であり、その促進を図るためには、複数の地域資源を有機的に組み合わせた活用構想の策定や、地域住
民の主体的な参加を促す「きっかけ」づくりに計画的に取り組んでいくこと等が求められる。
　本調査においては、既存ストックに着目した地域づくりに関する構想策定や、地域住民が活動を起こす「きっかけ」となる地域資
源の再発見等の地域づくりの取組を推進するため、地域の課題に即した具体的な取り組みの実施を支援し、地域資源活用手法の検討
分析を行うものであり、その調査の実施に当たっては、専門的な知見及び豊富な経験等が必要である。
　財団法人　国土計画協会は、国土計画及び地方計画策定に関する諸般の事項を調査研究し、国土の開発利用、保全並びに各種社会
資本整備に関する総合計画の樹立、地方計画策定に協力し、これらの促進を図ることを目的に昭和２１年に設立された法人であり、
これまで、まちづくり、都市計画、観光振興、地域連携、地域づくり等多領域にわたる地域開発、都市開発の総合的な構想、事業化
へ向けた基本計画策定など既存ストックに関する。数多くの先進的な実績をあげてきている。
　このように地域間交流・連携の計画から事業化までの総合的支援又は地域住民のまちづくり支援に関する豊富な経験を有し、ま
た、平成１５年度より当調査を手がけており、多くの有識者との協力が構築されており、今回の調査内容に対する知見も豊富である
ことから、本調査の実施にあたり万全の体制を有している唯一の団体であると言える。よって、このような調査を行う法人は同財団
以外に考えられず、本業務の遂行に大変相応しい団体であり、本業務の契約相手方として選定するものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

551
（財）都市みらい推進機
構

地域資源活用構想策定等支援調査
（「スロー」に着目した地域づくり）

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月8日 31,962,000

　地域の知恵と工夫を活かした「個性豊かな地域の発展」のためには、自然環境、歴史、文化、人材などの地域の有する資源を積極
的に活用していくことが重要であり、その促進を図るためには、複数の地域資源を有機的に組み合わせた活用構想の策定や、地域住
民の主体的な参加を促す「きっかけ」づくりに計画的に取り組んでいくこと等が求められる。
　特に近年「スロー」に着目した地域づくりが各地で展開されており、失われてきた「スロー」な価値を見直すことで、生活の質の
向上を求めていき、“ゆっくりの価値”に根ざすことで得られる“しあわせ”な暮らし方や社会づくり、”ゆとり”のある時間を地
域住民のみならず、国民全体が求めている。
　本調査においては、これら「スロー」に着目した、地域づくりに関する構想策定や、地域住民の活動を推進するため、地域の課題
に即した具体的な取り組みの実施を支援し、地域資源活用手法の検討分析を行うものであり、その調査の実施に当たっては、専門的
な知見及び豊富な経験等が必要であるが、「スロー」に着目した地域づくりは、新しい取り組みであり、全国的な見地からの専門的
な知見及び豊富な経験等を有する団体は都市みらい推進機構以外にはない。
　財団法人都市みらい推進機構は新たな都市の拠点形成等の総合的なまちづくりに関する調査・研究・計画立案及び情報の収集・提
供等を主な業務としている。
　実績としては、当局の事業に絞っても「地域の文化に根ざした個性豊かなまちづくり調査」(H16)や「提案事業を活用した効果的・
効率的なまちづくり手法検討調査」(H16)、「まちづくりに係る情報提供及び情報共有に関する調査」(H16)などの「スロー」に関す
る業務など、本業務を行う上で、計画から事業化までの総合支援又は地域住民の地域づくりに関する豊富な経験を有している。
　また、平成１３年度から、本調査を請負っており、本調査の趣旨も熟知していることから、契約相手方として、財団法人都市みら
い推進機構をおいて他にはない。
　したがって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき契約相手先と随意契約を行
うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

552
（財）国土技術研究セン
ター

地方定住のためのテレワーク促進方策
調査業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月12日 9,975,000

　本業務はテレワーク導入に関する先進的な取り組み等から導入に関する課題等を整理・分析し、地方定住の一手法としての地方に
おけるテレワークの普及・推進のあり方について検討するものである。本業務を遂行するにあたっては、ＵＪＩターン等の地方定住
施策を始めとして、地方都市の活性化に資する都市部・地方部住民の交流施策等に関する幅広い知識と経験や、行政的手法の検討を
可能とするための幅広い見地、及びテレワーク導入に関する高度な技術力が求められる。
　上記財団法人は、「半定住人口による多自然居住地域支援の可能性に関する調査」（国土交通省都市・地域整備局）等により都市
部の人口を地方部に定住させるための様々な方策検討に係る業務実績を有するとともに、「ストック資源を活用した都市と農山漁村
地域との広域交流圏形成推進調査」（国土交通省都市・地域整備局）等においては都市部と地方の交流促進方策の検討に関する実績
を有している。また、テレワーク等の情報通信関連の調査については「新たな地方整備のあり方検討調査」（国土交通省総合政策
局）等において高度情報基盤を活用した地方都市整備の方向性に関する調査実績や「地方都市開発整備事業における地域情報ネット
ワークを活用した都市整備設計調査」（地域振興整備公団）においてテレワークセンターの成立可能性検討等の実績を有している。
　今回の業務実施に当たっては地域の活性化を含めた地方部における定住方策に加えて、テレワーク等の情報ネットワーク等を活用
した地域振興方策に精通している必要があり、また公共性・公平性をもって本業務を遂行する必要がある。このことから、上記のよ
うな実績があり公益法人である当該法人は上記業務を遂行できる唯一の機関である。　よって、会計法第２９条の３第４項、及び予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、上記法人と随意契約をするものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募の手
続きを導
入

553
（財）日本地域開発セン
ター

平成１７年度地方拠点都市地域整備支
援事業

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月28日 4,390,000

　本業務は、地方拠点法に基づく地方拠点都市地域の整備の推進を図るため、地方公共団体担当職員に対する研究会を実施するとと
もに、国の施策等に関するニューズレターを編集・発行を昨年度に引き続き行うものである。
　財団法人日本地域開発センターは、これまで多くの地域開発計画や地方都市における地域づくりに関する調査・研究に携わり良好
な成果を挙げている。また、地域づくりに関する各種セミナー等の開催、情報誌の定期的発行等を行っている。旧国土庁の請負業務
においても、地方拠点法の制定当初からブロック研修会の開催に携わってきた他、地域振興アドバイザーバックアップ等業務におい
ては、地方拠点法の施行に併せ、地方拠点アドバイザーの創設を提案し、適切なアドバイザー派遣に貢献するなど、多くの実績があ
る。
さらに、同センターは昨年度も本事業を請け良好な成果を挙げており、地方拠点法及び本事業内容について熟知していることから、
豊かな経験とノウハウを活用することにより、本事業を円滑かつ効果的に実施するためには、契約相手方として、財団法人日本地域
開発センターを置いて他にはない。
　したがって、本業務については、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき財団法人日本地域開発センターと随意契約を
行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

554
（財）都市づくりパブ
リックデザインセンター

景観資源を活用した都市農山漁村連携
交流推進に関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月15日 10,491,600

　
　本調査は、景観に着目した地域づくりに関する構想策定や、地域住民が活動を起こす「きっかけ」となる地域資源の再発見等の地
域づくりの取組を推進するため、地域の環境保全活動の課題（受入態勢、活動費用の工面、地域全体の交流への効果、地域資源の有
効活用等）に即した具体的な取り組みの検討分析を行う（活動費用の負担のあり方、学識者の活用、都市住民が容易に参画できる整
備手法等）ものであり、その調査の実施に当たっては、専門的な知見及び豊富な経験等が必要である。財団法人都市づくりパブリッ
クデザインセンターは官民一体となった専門の調査研究機関として、まちづくりに対する国、地方公共団体の技術・ノウハウに、民
間ノウハウを統合し、都市のデザインについて学際的な調査研究及び技術開発を総合的、複合的に実施し、潤いと魅力あふれる都市
空間を創造することに寄与することを目的として設立された国土交通省の外郭団体である。
  これまでの活動を通じてのネットワーク･人材・都市デザイン・まちづくりの情報やノウハウの蓄積を活用し、景観形成の推進とそ
れを支える都市デザインの手法や仕組みづくり、人材やノウハウをまちづくりにあわせて次代の都市空間デザインを実践していくま
ちづくりに関する調査、研究、コンサルティング等の業務を行っている。
  その業務の中で、公的団体の地域再生に資する交流促進景観形成施策に関する業務、景観資源の活用による賑わい形成のための調
査、ふるさとの顔づくりに関する業務も数多く行っており、当該事業を進めるにあたって参考となる地方公共団体での交流促進まち
づくりに関する業務も行ってきている。そのため、制度と事業への支援業務に対しての数多くのノウハウの蓄積を持っている。ま
た、営利を目的としない公益法人であるため、公平性や客観性を保って事業支援を受ける団体としては 適である。
  また当財団法人は、原風景をはじめとした農山漁村に散りばめられる景観資源、都市公共空間の賑わい利用、といった都市農山漁
村に対する地域資源の活用・内容を熟知するとともに、的確な対応を行う組織である。本年度の請負は地域資源、特に景観資源の活
用をテーマの骨格に据えているため、当該事業を熟知していることにかんがみ、実績とネットワークを活用し、都市農山漁村連携交
流推進に関する本事業を行い得るものは他にない。
　よって本調査の実施にあたり万全の体制を有している唯一の団体であるため、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第３号に基づき本業務の契約相手方として選定するものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から一般競争入札等
に移行）

555 （財）日本交通公社
リゾート整備構想の推進に関する調査
業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月1日 6,639,150

　本業務は、リゾート整備に関する施策の円滑かつ効率的な推進に資するために必要となる各種情報・資料の収集、分析を行うとと
もに、リゾート地域のこれからのあり方について各種事例分析・検討を行い、その情報を全国に広く活用するものである。
　本業務の遂行に当たっては、国内外のリゾートに関する総合的、専門的な知識等を有するほか、各地の実情、リゾートの整備手
法、これからのリゾートの動向等に精通し、リゾート計画の策定やコンサルティング等に豊富な経験を有していることなどが要求さ
れる。
　財団法人日本交通公社は、昭和３８年に営業部門を株式会社日本交通公社に分離して以来、一貫して国内外のリゾート、観光レク
リエーションに関する調査研究、情報の収集・分析、専門的なセミナー、シンポジウムの企画・運営等を実施しており、この分野で
は、我が国で数少ない専門の調査研究機関として活動している。このほか、国の機関や地方公共団体、民間団体や関係業界等からの
委託などにより、リゾートに関する動向調査、リゾート整備に係る基礎調査から基本構想・計画の策定、具体的な施設整備の調査・
企画から従業員教育にいたる一貫したコンサルティング等を数多く手がけており、豊富な経験を有している。また、こうした調査、
コンサルティング活動等においては、組織外の専門的知識、情報、経験等を有する多数の学識者、専門家等の参加を依頼する機会が
多く、これら有識者の動向、活用方策等にも精通している。
　以上のことから、本業務を効率的かつ確実に実施できる契約相手先は財団法人日本交通公社をおいて他にない。従って、会計法第
２９条の３第４項並びに予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に基づき、契約相手先と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

556 （財）国土計画協会
防災集団移転促進事業フォローアップ
調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月1日 5,999,700

   当調査は、平成16年新潟県中越地震の被災地において現在実施している事業が、どのようなプロセスのもとに事業を推進していく
のか事業の実施と同時並行により調査・検証し、今後の事業の円滑な推進に当たって、円滑な実施のための手順や、また、制度面で
改善すべき点があるかどうかを明らかにするものである。調査は、住民の合意形成という非常にデリケートな問題から、行政におけ
る諸計画・諸規制との整合をどうクリアしていくのかまでを整理するものであり、実施に当たっては、専門的な知見及び豊富な経験
等が必要である。
  財団法人国土計画協会は、国土計画及び地方計画策定に関する諸般の事項を調査研究し、国土の開発利用、保全並びに各種施設の
規模及び配置に関する総合計画の樹立並びに地方計画策定及びその推進を図ることを目的に設立された法人である。
  これまで、「防災情報ライブラリに関する調査（国土庁）」、「集団移転に伴う公共交通の確保に関する検討調査（国土庁）」、
「山形新都市まちづくり基本計画策定調査（地域公団）」など、本業務を行う上で必要となる新たな住宅団地の整備や防災に関連す
る豊富な経験を有している。また、広報誌により国土情報、地域施策に関する情報発信を行っており、編集作業を通じこの分野に関
する知見を有し、かつ、多くの関係者と協力関係にある。また国土庁時代を含めて防災集団移転促進事業に関する文献を多く所蔵し
ている。
  加えて、昨年度についても、過去に完了した防災集団移転促進事業について同様の調査を行っていることから、より円滑な調査が
可能である。
  これらのことから、本調査の実施にあたり万全の体制を有している唯一の団体であると言える。
  したがって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき契約相手先と
随意契約を行うものである。

その他のもの

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

557
（財）国土技術研究セン
ター

中心市街地活性化に係る事例分析と再
活性化に向けた施策に関する研究

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年4月27日 12,600,000

中心市街地活性化法制度について精通していること、全国の中小都市における土地利用（中心市街地の状況、郊外部への都市機能の
流出状況、モータリゼーションの進展等）の現状並びにこれまでの変遷等に精通していること、新制度構築に当たって、国内の制度
は当然のことながら、比較可能な海外の土地利用制度・中心市街地活性化施策に精通している必要があるため（会計法第29条の3第4
項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募の手
続きを導
入

558
（財）民間都市開発推進
機構

民間都市開発事業によるまち再生を実
現するための方策検討

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月1日 18,050,550

民間都市開発をめぐる環境に精通しているのみならず、業務実施のためには民間都市開発事業における事業費や賃料の情報、さらに
は入居者の個人情報やテナントの財務情報等、事業者のプライバシーに関わる秘匿性が高い情報を扱う必要があり、秘密保持、中立
性、公平性の確保が不可欠であるため（会計法第29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

559 （財）都市計画協会
まちづくり専門家の活用による中心市
街地活性化等支援検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月4日 24,528,000

有識者によるまちづくり専門家派遣検討委員会を設置及び運営等を行っていて派遣業務に関する豊富かつ専門的な知見を有している
必要があるため（会計法第29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

560 （財）都市計画協会
ＩＴを活用したまちづくりの推進方策
に関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月4日 12,096,000

岐阜県、岐阜市における「ＩＴ実証実験」の実施運営を通じた調査に必要な実験結果についての知見を有する必要があるため（会計
法第29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

561
（財）国土技術研究セン
ター

津波対策を主眼とした避難施設整備・
配置計画の検討

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月12日 11,970,000

市街地大火、建物倒壊、津波からの退避を併せた総合的な都市防災対策に係る知見とノウハウの蓄積を有する必要がある（会計法第
29条の3第5項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募の手
続きを導
入

562
（財）国土技術研究セン
ター

街路樹・緑道等緩衝緑地による延焼遮
断効果、熱環境緩和特性の検討

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月12日 4,935,000

市街地大火発生時における延焼遮断効果を総合的に検討するための調査手法と緩衡緑地帯や街路樹・延焼遮断帯に関する専門性・
データ・ノウハウの蓄積が必要である（会計法第29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から一般競争等に移
行）

563
（財）国土技術研究セン
ター

ＧＩＳを活用した防災まちづくり手法
の検討

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月12日 12,915,000

精緻なＧＩＳを用いた高精度のシミュレーションシステムを用いた分析を行う必要がある（会計法第29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募の手
続きを導
入

564
（財）都市みらい推進機
構

事業用地適正化計画認定制度を活用し
た中心市街地の活性化に係る実効性等
検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月11日 4,935,000

調査に必要不可欠な水準の民間事業者や地方公共団体と緊密な連携を図り、地方都市を含む全国の幅広い民間事業者及び地方公共団
体の双方から情報収集する必要がある（会計法第29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

565
（財）都市みらい推進機
構

ＩＴ技術等による駐輪場システムを活
用したまちづくり推進等調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月1日 5,901,000

地方公共団体、民間企業等と連携をしている交通結節点周辺のＩＴ都市整備研究会での検討及びアンケート調査の集計などの結果を
保有している必要がある（会計法第29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

566
（財）国土技術研究セン
ター

大規模施設等が周辺地域・まちづくり
に与える影響とその調整方法に関する
調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月16日 5,355,000

近年、モータリゼーションの進行や産業構造の転換等により、都市機能の無秩序な拡散が起きており、特に大規模商業施設等の広域
的都市機能のスプロールは、自然環境の無秩序な破壊、予想外の交通渋滞の発生、後追い的なインフラ投資・維持コストの増大など
を引き起こしている。今後の人口減少・超高齢社会においては、都市圏内で生活する多くの人にとって暮らしやすい集約型都市構造
を実現していくことが求められる。そして、その実現においては、地域が望ましいと思う目標を自ら選択し、都市機能の立地に際
し、都市構造全体の目標に照らして適切かどうかを「よく判断」することが必要である。
　地域が適切な判断を行なうためには、大規模商業施設等の立地の周辺地域やまちづくりに対する影響を適切に評価するとともに、
都市計画やまちづくりへ反映させていくことが必要であることから、本検討においては、その手法について検討を行い、少子高齢化
社会に対応した都市機能の適正立地を実現するための方法論を探る。
　財団法人国土技術研究センターは、寄付行為上、「地域整備、都市整備、大規模プロジェクト等の構想及びマスタープラン等の立
案並びにこれらに必要な調査研究」等の業務を目的として設立された法人であり、経済社会構造の変化に対応した都市計画・まちづ
くりのあり方等に関する調査を行うために十分な体制が整っている。これまでにも、同法人は、「中心市街地活性化における建築規
制のあり方の調査検討」「中心市街地再生のための都市計画のあり方と事業支援のリンケージ方策検討調査」等、都市計画・まちづ
くりのあり方に関する豊富な調査・研究実績を実施するなど、本業務を行う上で必要となる都市計画に関する制度及び運用実態につ
いての深い知識、経験を有しており、また十分な成果も挙げている。
　本業務を行う上で、上記の特に専門的知識、経験を有することが重要であることから、契約相手方として、財団法人国土技術研究
センターをおいて他にない。
したがって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、財団法人国土技術研究セン
ターと契約を随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募の手
続きを導
入
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契約担当官等の氏名並びにそ
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567
（財）国土技術研究セン
ター

中心市街地再生小委員会報告（案）に
寄せられたパブリックコメントの集計
及び分析業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月26日 966,000

いわゆるまちづくり三法が制定され、各種の取組がなされたものの、地方都市の空洞化は深刻化し、特に地方都市において中心市街
地の再生は喫緊の政策課題となっている。このため国土交通省では社会資本整備審議会に「新しい時代の都市計画はいかにあるべき
か。」を諮問するとともに、中心市街地再生小委員会を設置して、中心市街地再生のための都市計画制度のあり方について検討して
きたところ。報告（案）については、現在、パブリックコメントに付しており、 終的に寄せられた意見をもとに報告書をとりまと
め、部会へ報告する予定としている。
終的な報告のとりまとめにおいて、これらの意見を適切に反映させていくためには、意見の整理・分析が必要であるが、多くの意

見が寄せられることが予想されるため、これを整理・集計する必要があるとともに、意見の内容は、中心市街地の再生や都市計画制
度全般に関するものであるため、これを専門的な観点から適切に整理・分類していくことが必要となる。
  財団法人国土技術研究センターは、寄付行為上、「地域整備、都市整備、大規模プロジェクト等の構想及びマスタープラン等の立
案並びにこれらに必要な調査研究」等の業務を目的として設立された法人であり、都市計画・まちづくりに関する調査・分析業務を
行うために十分な体制が整っている。これまでにも、同法人は、「都市計画提案制度の活用手法に関する調査」「都市再生特別地区
の活用手法に関する調査」、「中心市街地活性化における建築規制のあり方の調査検討」「中心市街地再生のための都市計画のあり
方と事業支援のリンケージ方策検討調査」等、都市計画・まちづくりのあり方に関する豊富な調査・研究実績を実施するなど、本業
務を行う上で必要となる都市計画・まちづくりについての深い知識、経験を有しており、また十分な成果も挙げている。
  本業務を行う上で、上記の特に専門的知識、経験を有することが重要であることから、契約相手方として、財団法人国土技術研究
センターをおいて他にない。
  したがって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、財団法人国土技術研究セ
ンターと随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から一般競争入札等
に移行）

568 （財）都市計画協会 景観法の普及啓発方策の検討調査
竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年5月11日 934,500

良好な景観形成を推進するためには、国民、企業等の多様な主体の参加を図る事が必要であり、景観法の基本理念等を普及啓発する
ことが重要となる。また、景観法においては、良好な景観の形成のための具体的な規制や支援のしくみが定められているところであ
り、景観法に基づく施策の推進に当たっては、都市計画制度との関係を考慮する必要があり、本業務の実施に当たっては、都市計画
全般にわたる理解や実務面での課題等、まちづくりの現場に即した広範かつ高度な技術、知識及び経験が必要とされる。
　財団法人都市計画協会は、都市計画の基本政策を研究し、都市計画に関する知識の普及並びに都市計画事業の発展を図り、公共の
福祉の増進に寄与することを目的として設立された財団法人である。昭和２１年の設立以来、国を始め関係諸団体との連携のもと都
市計画に関する調査研究を行い、これら研究成果等の広報による普及啓発活動並びに、国や地方公共団体等の関係者の情報交換の場
となるべく諸般の活動を行っており、都市計画行政全般に精通している。
　また、財団法人都市計画協会は、これまで「良好な景観形成のための景観計画策定手法に関する検討調査」（委託者国土交通省、
平成１６年）など良好な景観形成やまちづくりに係る業務等を通じた豊かな経験やノウハウがあり、相談業務や 新事例の情報収集
も行っており十分な成果も挙げている。
　本業務を行う上では、上記のような高度な技術や知識が不可欠であることから、契約相手として、財団法人都市計画協会をおいて
他にはない。
　以上の理由により、本調査については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４大３号に基づき、財団法人都市計画
協会と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

569 （財）都市計画協会
環境面等に配慮した都市交通施設等の
評価及び効率的な計画手法の検討

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月12日 10,143,000

本調査では、都市計画においても計画決定プロセスにおいて環境面等に配慮し、環境負荷の小さな交通体系への転換が促進されるよ
う都市交通施設等を都市計画に位置付ける方法を検討する。
　本調査の実施に当たっては、都市計画制度全般にわたる理解や実務面での課題等、都市計画の現場に即した広範かつ高度の技術、
経験及び知識が必要とされる。
　財団法人都市計画協会は、都市計画の基本政策を研究し、都市計画に関する知識の普及並びに都市計画及び都市計画事業の発展を
図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的として設立された財団法人である。昭和２１年の設立以来、国を始め関係諸団体との
連携のもと都市計画に関する調査研究を行い、これら研究成果等の広報による啓蒙活動並びに国、地方公共団体等の関係者の情報交
換の場となるべく諸般の活動を行っており、都市計画行政全般に精通している。また、まちづくりに関する相談業務や 新事例の情
報収集を行っており、関係地方公共団体及び学識経験者からのヒアリングや都市計画特例制度等の活用方策の検討に必要な広範かつ
高度な技術・経験及び知識を有しており、十分な成果も挙げている。
　本業務を行うには、上記の特に高度な技術又は経験を有することが必要であることから、契約相手方として財団法人都市計画協会
をおいて他にない。
　したがって、本調査については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、財団法人都市計画協会と
随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

570 （財）都市計画協会
ユニバーサルデザインに配慮した景観
形成のあり方に関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月5日 12,757,500

本格的な高齢化社会の到来、少子化の一層の進展、国際化が見込まれる中で、物理的な段差解消のみではなく、障害の有無、年齢、
性別、言語等にかかわらず多様な人々が利用しやすいように都市や生活環境、建築物等をデザインするという考え方であるユニバー
サルデザインに配慮したまちづくりの形成促進が求められている。しかしながら、ユニバーサルデザインに配慮した公共施設が必ず
しも周囲の景観と調和するとは限らず、むしろ、景観とは相反するケースも想定される。景観法に基づく景観計画は、公共事業等の
ハード面での整備と、周辺の景観まちづくりを一体的に位置づけて、総合的な景観まちづくりを推進していくものであることから、
ユニバーサルデザインとの調和に関して、全体のまちづくりの中での工夫と優先順位をつけることにより解決することが可能な手法
であるといえる。こうしたことから、本調査において、ユニバーサルデザインと景観との双方が調和した整備を行うために、景観計
画と公共施設整備の連携手法のあり方について検討を行うものである。
　財団法人都市計画協会は、都市計画の基本施策の研究、都市計画に関する知識の普及、都市計画事業の発展を図ること等を目的と
して設立された財団法人である。設立以来、国を始め関係諸団体との連携のもと都市計画に関する調査研究を行い、これら研究成果
等の広報による普及啓発活動、国や地方公共団体等の関係者の情報交換の場となるべく諸般の活動を行っており、都市計画行政全般
に精通している。また、財団法人都市計画協会は、これまで「都市計画の提案制度を有効に活用するための支援措置の調査検討」、
「土地利用密度とインフラとのバランスを確保するための容積率制限の見直し等都市計画手法の検討経費」（ともに委託者国土交通
省、平成１６年）などまちづくりに係る業務等を通じた豊かな経験やノウハウがあり、まちづくりに関する相談業務や 新事例の情
報収集も行っており十分な成果も挙げている。本業務を行う上で、上記のような高度な技術や知識を有すること等が重要であること
から、契約相手方として財団法人都市計画協会をおいて他にない。
　従って、本調査については、会計法第29条の3第4項及び予決令102条の４第３号に基づき財団法人都市計画協会と随意契約を行うも
のである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
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在地
契約を締結した日
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571 （財）都市計画協会
都市計画の提案制度を有効に活用する
ための支援措置の調査検討

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月31日 4,609,500

近年、まちづくりへの関心が高まる中で都市計画への関心も高まり、住民やまちづくりＮＰＯ等が主体となったまちづくりに対する
多くの取組が見受けられるようになり、住民等が行政の提案に対して単に受身で意見を言うだけでなく、より主体的かつ積極的に都
市計画に関わっていくことを期待し、また可能とするための制度として、平成14年７月に都市計画法の改正が行われ、都市計画の提
案制度が創設されたところであるが、この国会審議に当たり両院附帯決議において、
　　・住民がまちづくりに積極的に参加できるように、都市計画に関する知識の普及、教育、啓蒙等に格段の努力を払う
    ・住民との十分な協議・調整に努め、まちづくりＮＰＯ、まちづくり協議会等を支援するための施策の充実に努める
が挙げられている。
　法改正による新たな制度を各地方団体等が有効に活用し、地域の課題への的確な対応を実現するためには、新しい都市計画制度に
関する知識の普及と情報の収集・提供及びそれらのための支援措置を行うことが必要不可欠である。
　財団法人都市計画協会は、都市計画の基本施策の研究、都市計画に関する知識の普及、都市計画及び都市計画事業の発展を図るこ
と等を目的として設立された財団法人であり、都市計画制度の実態に精通している。これまでにも、都市計画行政に関し、都道府
県、市町村等に対する様々な調査、都市計画行政のあり方に対する多方面からの検討及び地方公共団体に対する啓発等を行ってきて
おり、都市計画行政全般に対する高度な技術、経験及び知識を有していると判断でき、また、十分な成果も挙げている。本業務を行
う上で、上記の特に高度な技術、経験、知識を有すること等が重要であることから、契約相手方として財団法人都市計画協会をおい
て他にない。
　従って、本調査については、会計法第29条の3第4項及び予決令102条の４第３号に基づき財団法人都市計画協会と随意契約を行うも
のである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

572 （財）都市計画協会
土地利用密度とインフラとのバランス
を確保するための容積率制限の見直し
等都市計画手法の検討

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月31日 13,912,500

現行の都市計画制度は、用途地域に代表される類型化された一般ルールによって大枠を定める方式が中心を担っており、急激な都市
化社会の中で市街地の 低限の水準を確保する上で、一定の役割を果たしてきた。しかしながら、今後は、安定・成熟した都市型社
会に移行していく中で、 低水準の確保の視点を越えて、都心部における複合的用途の誘導等、新たな課題にも的確に対応した既成
市街地の質の向上に積極的に寄与する都市計画制度の構築が求められている。平成14年12月の総合規制改革会議第2時答申において
も、「都心部における混合用途地域の創設の検討等」の中で、「中期的には、都心部における容積率制限の目的はインフラに対する
負荷の制限とし、･･･用途地域制度などの目的やそれを実現するための手法に関する基本的な検討をすべき」こととされているところ
である。こんため、特に容積率制限について、インフラに対応した規制へ特化することについて、その合理性や規制手法等について
検討を行い、都市計画制度の中核をなす用途地域制度の見直しを行なう等、都市計画手法の改正を目指すものである。
財団法人都市計画協会は、都市計画の基本施策の研究、都市計画に関する知識の普及、都市計画及び都市計画事業の発展を図ること
等を目的として設立された財団法人であり、都市計画制度の実態に精通している。これまでにも、都市計画行政に関し、都道府県、
市町村等に対する様々な調査、都市計画行政のあり方に対する多方面からの検討及び地方公共団体に対する啓発等を行なってきてお
り、都市計画行政全般に対する高度な技術、経験及び知識を有しており、また、十分な成果も挙げている。本業務は、昨年度本協会
において行なった調査結果を踏まえて行なうものであり、加えて、上記の特に高度な技術、経験を有すること等が重要であることか
ら、契約相手方として財団法人都市計画協会をおいて他にない。
従って、本調査については、会計法第29条の3第4項及び予決令102条の4第3号に基づき財団法人都市計画協会と随意契約を行なうもの
である。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

573 （財）都市計画協会
新たな都市構造の下でのまちづくり政
策のあり方に関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月30日 4,993,800

本業務は、今後の人口減少・超高齢社会の中で、集約型都市構造におけるまちづくりのあり方を模索する上で、「日本版スマートグ
ロース」を念頭に置き、諸外国における取組や制度などの事例を調査・分析し、多様な地域目標に応じた、望ましいまちづくりの諸
形態を提示し、今後の我が国の新たな都市構造におけるまちづくり政策の基本的なあり方を検討することを目的とするものである。
　　このため、本業務を円滑かつ的確に実施するためにはまちづくり政策全般についての国内外を問わない深い知見を有することが
必要であり、とりわけまちづくり政策の根幹をなす都市計画制度については、高度な調査能力・分析能力が不可欠となる。
  　財団法人都市計画協会は、昭和２１年の設立以来、都市計画制度等まちづくり政策に関する調査研究等を実施している団体であ
り、昨年までに地方都市再生方策の検討、まちづくり専門家の派遣制度の構築等に係る調査を地方公共団体等から数多く受託し、い
ずれにおいても優良な成果を納めている。また、自主研究として都市計画に関する紛争解決システム等のあり方を検討するための研
究会を主宰している等、都市計画制度に係る専門性の高い業務を実施している。
　　これらに加え、国際関係業務として、「世界都市計画の日」日本委員会事務局やＪＡＳＯＰＨ（国際住宅計画問題協議会）事務
局を務め、我が国のまちづくり政策の分野における国際交流の旗振り役を担っており、海外のまちづくり政策に関する専門的な知見
の蓄積も存する。
　　以上の事実から、本業務を円滑かつ適切に進めることが可能な契約の相手方は、財団法人都市計画協会をおいて他におらず、会
計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき、同財団と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

574
（財）都市づくりパブ
リックデザインセンター

平成１７年度　美しい国づくり実現に
向けた景観に関する評価手法等検討調
査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月9日 12,348,000

本業務は、景観施策の効果を客観的に把握し、効率的・効果的な施策を展開するために、景観の具体的な評価手法の確立等を目指
し、客観的な評価を可能とすることを目的とするとするものである。
　本業務の実施にあたっては、都市景観の現状を熟知するとともに、都市デザインや景観施策に関する高度な技術力や専門知識、経
験等を有していることが必要不可欠である。
　財団法人都市づくりパブリックデザインセンターは、都市における公共空間のデザインに関する総合的な調査研究及び技術開発な
どを行い、健康で文化的な都市環境の形成を図り、魅力ある都市の建設に勤めることを目的として設立された法人であり、これまで
「平成１６年度　美しい国づくり実現に向けた景観に関する評価手法検討調査」（委託者国土交通省、平成１６年度）、「景観情報
技術の活用方策検討調査」（同）、「幹線道路における屋外広告物ガイドライン作成業務」（委託者愛知県豊田市、平成１５年度）
など都市デザインに関する調査･研究の豊富な実績を有するほか、講習会･研修会並びに図書の刊行などを広く手がけ、公共団体等に
対する啓発を行ってきている。さらに、同法人内には「都市景観の日」実行委員会の事務局が置かれているなど、都市景観に関する
広範な知識と景観施策に関する高度な技術力と経験を蓄積している。
　本業務を行う上で、上記のような豊富な経験と幅広い知識を有することが必要であり、契約相手方として財団法人都市づくりパブ
リックデザインセンターをおいて他にはない。
　したがって、本調査については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、財団法人都市づくりパブ
リックデザインセンターと随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）
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575
（財）都市づくりパブ
リックデザインセンター

良好な景観形成の推進のための支援調
査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月5日 13,387,500

本調査は、景観教育の今後のあり方及び必要な手法・ツールについての具体的検討等を通じて、国民、企業等多様な主体の積極的な
協力、参加による良好な景観の形成の推進に資することを目的とする。
財団法人都市づくりパブリックデザインセンターは、官民一体となった専門の調査研究機関として、まちづくりに対する国、地方公
共団体の技術・ノウハウに、民間ノウハウを統合し、都市における公共空間のデザインについて学際的な調査研究及び技術開発を総
合的、複合的に実施し、健康で文化的な都市環境の形成を図り、潤いと魅力あふれる都市空間を創造することに寄与することを目的
として設立された財団法人である。これまでの活動を通じてのネットワーク･人材・都市デザインの情報やノウハウの蓄積を活用し、
景観形成の推進とそれを支える都市デザインの手法や仕組みづくり、人材やノウハウをまちづくりにあわせて次代の都市空間デザイ
ンを実践していくまちづくりに関する調査、研究、コンサルティング等、都市景観のデザイン提案から設計、施工監理にわたる業務
を行っている。
特に、宮崎県日向市の「日向市駅連続立体事業･都市デザイン業務委託」を通じて児童自ら建築物を作るといった課外授業や、東京都
多摩市の「多摩センター地区における景観誘導を含む地区街づくり計画の検討及び活性化」では幼稚園児も加わった事業展開の支援
を行っている。また、「都市づくりと景観行政講習会」「都市環境デザイン特別演習」等の講習会・研修会ならびに図書の観光など
景観業務に広く取り組んでいる。
そのため、景観教育について検討する上でも必要な、景観に関するさまざまな業務に対しての数多くのノウハウの蓄積を持ってい
る。また、営利を目的としない公益法人であるため、公平性や客観性を保って調査研究・事業支援を受ける団体としては 適であ
る。
以上の背景と実績、景観業務を熟知していることにかんがみ、そのネットワークを踏まえるとともに、景観教育について具体的な施
策案、モデルスタディ案などを検討し、本調査業務を実施するためには、請負先は、財団法人都市づくりパブリックデザインセン
ターをおいて他にはない。以上の理由により、本調査については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基
づき、財団法人都市づくりパブリックデザインセンターと随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

576
（社）街づくり区画整理
協会

市街地再開発事業の再生に係る新制度
の活用支援策の検討調査

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年6月7日 6,810,300

本調査は、経営状況の悪化した組合の再生を図るためのガイドライン及び事業の採算性チェックの指針等の策定を目的として実施す
るものである。本調査に当たっては、土地区画整理法や土地区画整理事業の運用に関わる高い見識、組合事業の再生に係る豊富な知
識の蓄積とともに、全国の各地区で行われている組合及び組合事業の認可権者である都道府県等から 新かつ具体的な情報をできる
だけ多く収集し、それらの関係者と連携して検討・調査を行っていくことが不可欠である。本調査の請負先である（社）街づくり区
画整理協会は、土地区画整理事業に関わる地方公共団体等を会員とする（社）日本土地区画整理協会と土地区画整理組合等を会員と
する（社）全国土地区画整理組合連合会を組織改編して平成１７年５月に成立した法人であり、土地区画整理事業の実施及び土地区
画整理事業を活用したまちづくりに関する調査・研究、情報の収集・提供、相談・助言等の事業を行っている。当該法人は組織改編
以前より「民間主体の区画整理推進方策調査」（平成１４年度）「保留地管理法人の活用方策調査」（平成１１年度）等、国、地方
公共団体等から土地区画整理事業に関する調査を数多く受託した実績を有している。また、組合事業の再生については、組織改編以
前より土地区画整理組合や地方公共団体などから事業の再生について相談を受け、助言等を行うなど、組合事業の再生について比類
ない見識と知識の蓄積がある。これまでにも「土地区画整理事業における土地活用方策調査検討業務」（平成１３年度）の受託、全
国の土地区画整理組合に対する経営状況に関するアンケートの実施等、事業の再生に係る調査の実績も有している。特に、本調査に
おいては、全国の各地区で行われている組合及び組合事業の認可権者である都道府県等から 新かつ具体的な情報をできるだけ多く
収集し、それらの関係者と連携して検討・調査を行っていくことが不可欠であるが、本協会の会員は、土地区画整理事業を行う土地
区画整理組合、地方公共団体、保留地を管理する団体等から構成され、土地区画整理事業に関わるすべての関係者との連絡体制が既
に確立されており、経営状況の悪化した組合に係る 新の情報を的確に入手することが可能である。事業の再生等に係る情報は、そ
の性質上部外者が入手することは容易ではなく、そうした手段・人的つながりを有する本協会は、全国の組合土地区画整理事業に係
る数多くの 新かつ具体的な情報を効率的に収集し、関係者と連携して検討・調査することが可能である唯一の法人である。（会計
法第29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募の手
続きを導
入

577 （財）国土計画協会
物流関連動向に応じた流通業務市街地
の効率的な計画手法の検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月9日 3,423,000

「流通業務市街地の整備に関する法律」（流市法）に基づく流通業務市街地については、平成５年の法改正により流通業務地区内の
立地規制の緩和がなされたところであるが、その後も物流を取り巻く環境は一層進展しており、３ＰＬ（サードパーティ・ロジス
ティクス）を活用した物流の外部委託、流通加工など物流サービスの拡大など物流活動そのものが単に荷物を運搬・配送するだけで
なく流通過程を通じてのサービスを提供するものへと変わってきている。また、物流体系全体のグリーン化を進める観点から輸送手
段についても、従来のトラック輸送主体から鉄道・内航海運への転換を促進するモーダルシフトの推進など、物流拠点としての流通
業務市街地を取り巻く環境が大きく変化している状況にある。本調査では、近年の物流業界の現状について調査を行い、現行の流通
業務市街地の課題の整理を行い、立地規制のあり方について検討するとともに、モーダルシフトに対応した流通業務市街地の整備の
あり方について検討を行うことを目的として実施するものであり、調査の実施にあたっては、流通業務市街地整備に係る専門的かつ
幅広い知見が必要となる。（財）国土計画協会は、国土計画及び地方計画策定に関する諸般の事項を調査研究し、各種施設の規模及
び配置に関する総合計画の樹立並びに地方計画に協力することを目的として設立された法人であり、流通業務市街地に関しての基本
計画、整備計画策定に関する豊富な技術力、先進的な事例等に関する情報把握及びこれらの情報の分析能力を有しているとともに、
近年も「物流拠点整備のあり方に関する開発候補地区検討調査（Ｈ１０）」、「民間活力を活用した流通業務市街地の整備のあり方
調査（Ｈ１４）」、「都市内交通の円滑化に資する広域物流拠点の有効活用方策の検討（Ｈ１５）」、「米子流通業務団地整備基本
計画見直し検討調査（Ｈ１６）」等、様々な角度から流通業務市街地に関する調査研究を行っている。本協会はこうした能力及び実
績を有する唯一の法人であり、本調査を遂行する上で必要かつ十分な調査・研究能力を有している者は本協会をおいて他にない。以
上により、本調査を遂行しうる唯一の団体である財団法人国土計画協会と随意契約を行なうものである。（会計法第29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

578
（社）日本地域冷暖房協
会

都市熱未利用エネルギー供給実現循環
型市街地整備調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月9日 6,026,000

地域冷暖房施設は、都市に賦存する未利用エネルギーを熱源として効率的に活用できる施設であり、エネルギーの面的な利用促進を
進める上で重要な施設である。都市に賦存する未利用エネルギーの中でも下水熱は汎用性の高いものの一つであるが、下水熱を熱源
として有効に利用している例は非常に少なく、またその事例も下水処理場及び下水ポンプ場に限られており、下水道幹線から未処理
水（生下水）を直接取り込んで活用している事例はない。本調査は、下水道の現状及び再構築の動向を踏まえ、都市域に広く張りめ
ぐらされている下水道幹線に着目し、幹線から直接未処理水を取得し未利用エネルギーを獲得する方策を含む下水熱の地域冷暖房施
設への活用方策について、技術上・制度上の課題の整理を行い、実現可能な下水熱利用システム及び事業化に向けた検討を行うこと
を目的として実施するものであり、本調査の実施にあたっては、地域冷暖房施設及び未利用エネルギーの活用に係る専門的かつ幅広
い知見が必要となる。(社)日本地域冷暖房協会は、地域冷暖房施設に関する調査研究、知識、技術の向上を行なうことを目的として
設立された法人であり、地域冷暖房施設の計画、整備に関する豊富な技術力、未利用エネルギーの活用など先進的な地域冷暖房施設
に関する情報把握及びこれらの情報の分析能力を有しているとともに、近年も「未利用エネルギーを活用した地域冷暖房の有効性の
評価（Ｈ１３）」、「エネルギー循環型都市の研究（Ｈ１３）」、「未来型都市熱供給処理システムに関する研究（Ｈ１４～１
５）」、「ヒートアイランド現象を緩和する都市廃熱処理システムの事業化調査（Ｈ１６）」、「大手町地区都市再生事業における
下水道を活用した都市排熱処理システム計画検討調査（Ｈ１６）」等、様々な角度から地域冷暖房及び未利用エネルギーの活用方策
に関する調査研究を行っている。本協会はこうした能力及び実績を有する唯一の法人であり、本調査を遂行する上で必要かつ十分な
調査・研究能力を有している者は本協会をおいて他にない。以上により、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号に基づき本調査を遂行しうる唯一の団体である社団法人日本地域冷暖房協会と随意契約を行なうものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）
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の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

579
（社）全国市街地再開発
協会

民間都市開発事業によるまち再生を実
現するための方策検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月18日 5,485,998

本調査は、市街地再開発事業において、保留床の一括処分によらない賃貸運営型再開発事業の円滑な実施方法を検討することによ
り、もって現下の市場環境に適応した再開発事業の推進を図るものである。このため、本調査の実施にあたっては、市街地再開発事
業に係る法律・税制・助成制度等に関する専門的な知識はもとより、市街地再開発事業のリスク管理や再開発ビルの管理運営等に関
する豊富なノウハウが必要となる。(社)全国市街地再開発協会は、市街地の再開発に関する総合的な調査研究及び事業の推進を図る
ことを目的として設立された法人であり、これまでも「市街地再開発事業における資金計画に関する調査」（平成12年度）、「権利
者法人による再開発ビルの管理運営に関する調査」（平成15年度）といった、現下の市場環境に適応した再開発事業の推進や再開発
ビルの管理運営に関する調査研究を数多く実施している。また、同協会は、昭和54年より、市街地再開発事業の施行者が金融機関か
ら資金調達する際に債務保証を行う「民間再開発促進基金」を運営しており、市街地再開発事業におけるリスク管理に関する豊富な
データを蓄積しているとともに、これに精通した人材を有している。さらに、「市街地再開発事業における保留床の流動化手法に関
する基礎調査」（平成16年度）において、市街地再開発事業における不動産証券化手法の活用に関する調査を実施する等、賃貸運営
型再開発事業の運用マニュアルの検討に参考になる知識、ノウハウを有している。このような人材・経験を有し、市街地再開発事業
に関する諸データの蓄積、見識さらには研究体制を持つ唯一の団体である同協会と随意契約を行うものである。（会計法第29条の3第
4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

580
（社）日本地域冷暖房協
会

都市部における環境負荷低減のための
総合的なエネルギー生産・利用方策検
討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月14日 39,800,000

京都議定書の発効を受け、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出削減は喫緊の課題となっている。この課題に対処するた
め、都市部においては、まちづくりと併せた環境負荷低減のための取組として、エネルギー消費の合理化・排熱抑制、未利用エネル
ギーなどの活用などエネルギー分野の抜本的対策を講じることが不可欠である。本調査は、都市部のエネルギー効率の向上を図るた
め未利用エネルギーの活用及びネットワーク化によるエネルギーの面的利用の方策について、未利用エネルギーの賦存状況等の把
握、未利用エネルギー活用及びエネルギーの面的利用にあたっての技術的・制度的課題の検討並びに導入効果の検証などを行うこと
により、快適な生活環境を維持しつつ環境負荷の少ない都市の実現を目指すことを目的として実施するものであり、本調査の実施に
あたっては、未利用エネルギーの活用、地域冷暖房施設などのエネルギーの面的供給システム等に係る専門的かつ幅広い知見が必要
となる。本調査の委託先である(社)日本地域冷暖房協会は、地域冷暖房施設に関する調査研究、知識、技術の向上を行なうことを目
的として設立された法人であり、地域冷暖房施設の計画、整備に関する豊富な技術力、未利用エネルギーの活用など先進的な地域冷
暖房施設に関する情報把握及びこれらの情報の分析能力を有しているとともに、近年も「臨海部再生に係わるエネルギー供給基盤整
備検討調査（Ｈ１２）」、「エネルギーの面的利用に関する我が国の潜在需要調査（Ｈ１６）」、「環境負荷の小さな都市の形成に
資する熱エネルギー有効利用方策検討調査（Ｈ１６）」、「熱源ネット・エリアマネジメント研究（Ｈ１６）」、「ヒートアイラン
ド現象を緩和する都市廃熱処理システムの事業化調査（Ｈ１６）」、「「京の西北地区」再生構想検討調査（Ｈ１５）」等、様々な
角度から都市での面的エネルギー利用及び未利用エネルギーの活用方策に関する調査研究を行っている。本協会はこうした能力及び
実績を有する唯一の法人であり、本調査を遂行する上で必要かつ十分な調査・研究能力を有している者は本協会をおいて他にない。
以上により、本調査を遂行しうる唯一の団体である社団法人日本地域冷暖房協会と随意契約を行なうものである。（会計法第29条の3
第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

581
（財）福岡土地区画整理
協会

地域再生の実現のための市街地整備方
策の検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月7日 9,523,500

　本調査の請負先である財団法人福岡土地区画整理協会は、都市計画や都市計画に基づく事業の促進と向上発展に寄与することを目
的として設立された法人であり、土地区画整理事業の換地設計や技術基準に関する豊富な技術力、既成市街地等における土地区画整
理事業に関する情報把握およびこれらの情報の分析能力を有しているとともに、都市計画における土地利用規制や地区計画等の策定
に関する豊富な技術力、既成市街地等における土地の有効高度利用等に関する十分な情報と知見を有しており、様々な角度から都市
計画及び土地区画整理事業に関する調査研究を行っている。本協会はこうした能力を有する唯一の法人であり、本調査を遂行する上
で必要かつ十分な調査・研究能力を有している者は本協会をおいて他にない。以上により、本調査を遂行しうる唯一の団体である財
団法人福岡土地区画整理協会と随意契約を行なうものである。（会計法第29条の3第4項） 見直の余地が

あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

582 （社）日本交通計画協会 踏切システムの高度化検討業務
柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月22日 179,970,000

　「開かずの踏切」に代表される踏切問題は、地域社会・交通における も大きな課題のひとつであり、慢性的な交通渋滞や踏切事
故など、道路交通の円滑化を図るうえで、大きな障害となっている。
　このため、速効性の高い踏切対策として、本業務では、遮断時間を短縮する「賢い踏切」の導入及び踏切制御システムをさらに高
度化するための技術開発により、道路交通の円滑化に資する踏切システムの高度化の検討を行うものである。これらの検討は、事業
効果などを含めた道路交通計画と踏切対策双方について精通し、十分な専門知識と幅広い見識を有していることが必要不可欠であ
る。
　社団法人日本交通計画協会は、輸送革新に対応して合理的・効率的な総合都市交通体系の整備を図るため交通計画の有機的一体化
及び幹線交通網に関連する諸施策の整備計画の一体化等を推進することを目的として設立された法人で、主に街路事業に関連した都
市交通計画、踏切対策も含めた都市交通施策に関する調査研究全般に取り組んでいる。特に、都市交通計画に関しては、平成１４年
度に「市街地整備と都市交通のあり方に関する検討調査」「連続立体交差事業の評価に関する調査」、平成１５～１６年度に「岐阜
市総合交通体系策定業務」、踏切対策についても、平成１０～１３年度に「踏切道改良に関する調査」、平成１４年度に「軌道施設
等に関する実態調査」、平成１６年度に「道路交通円滑化に資する踏切対策に関する検討調査」など、本業務を行う上で必要となる
道路交通計画や踏切対策に関する専門的な知識と経験を有していると判断でき、街路事業全般や鉄道事業も含めた、豊富な経験、知
見、実績等有するところは同法人の他に比較すべきところがない。会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規
定に基づき随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（１９年度契約で
は、公募手続きを導
入）

公募の手
続きを導
入
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583 （社）日本交通計画協会
交通結節点における施設の管理・運営
方策に関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月6日 6,720,000

　本調査は都市再生やユニバーサルデザイン、交通円滑化等の観点から重点的に整備を進めている交通結節点のさらなる推進のた
め、鉄道を横断する自由通路等の従来の公物管理法によらない新たな公共物的な施設の管理・運営のあり方や費用負担の考え方につ
いて検討するものである。したがって、本調査を行うに当たっては、全国的な官民連携による交通結節点の施設整備やマネジメント
について十分な実務的・行政的な知見が必要である。
　同法人は、「駅前広場等の都市交通の結節点及びこれに関連する地域拠点の計画、整備並びに有効利用を図るための方策の研究、
資料の作成及び事業の促進」を事業目的のひとつとして設立されており、これまでに全国各都市において総合交通体系調査、駅前広
場整備や鉄道駅周辺の交通施設整備計画をはじめ、都市・地域再生など都市交通関連全般にわたる実績を備えている。また、本調査
のテーマに関連する 近の主な業務実績は次のとおりである。
・ 平成１６年度「交通結節点空間コーディネート調査（国土交通省都市・地域整備局）」・ 平成１６年度「交通結節点の整備効果
に関する検討調査業務委託」（札幌市）・ 平成１５年度「官民連携による交通結節点周辺のマネジメントに関する調査（国土交通省
都市・地域整備局）」・ 平成１４年度「交通結節点と連携したまちづくり政策の推進方策に関する検討調査（国土交通省都市・地域
整備局）」・ 平成１４年度「小山駅周辺地区まちづくり総合支援事業調査業務委託」（小山市）
このように、交通結節点周辺の施設整備やマネジメント等について豊富な経験を有しているとともに、都市内交通に関する全国的な
施策の検討や実態調査の経験、データの蓄積等も豊富であり、本調査を行う上で必要となる専門的な知識と経験を有している。
　会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（１９年度契約で
は、公募手続きを導
入）

公募の手
続きを導
入

584 （社）日本交通計画協会
平成１７年度　賢い踏切の導入可能性
検討業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月13日 236,985,000

　本業務では、遮断時間が特に長い踏切など緊急対策の必要性が高い踏切について、効果的かつ速効的な踏切対策の推進を図るため
に、「賢い踏切」導入可能性に関する検討を行うものである。これらの検討は、事業効果などを含めた道路交通計画と踏切対策双方
について精通し、十分な専門知識と幅広い見識を有していることが必要不可欠である。
　（社）日本交通計画協会は、輸送革新に対応して合理的・効率的な総合都市交通体系の整備を図るため交通計画の有機的一体化及
び幹線交通網に関連する諸施策の整備計画の一体化等を推進することを目的として設立された法人で、主に街路事業に関連した都市
交通計画、踏切対策も含めた都市交通施策に関する調査研究全般に取り組んでいる。特に都市交通計画に関しては、平成１４年度に
「市街地整備と都市交通のあり方に関する検討調査」「連続立体交差事業の評価に関する調査」、平成１５～１６年度に「岐阜市総
合交通体系策定業務」、踏切対策についても、平成１０～１３年度に「踏切道改良に関する調査」、平成１４年度に「軌道施設等に
関する実態調査」、平成１６年度に「道路交通円滑化に資する踏切対策に関する検討調査」など、本業務を行う上で必要となる道路
交通計画や踏切対策に関する専門的な知識と経験を有していると判断でき、街路事業全般や鉄道事業も含めた豊富な経験、知見、実
績等を有するところは、同法人の他に比較すべきところがない。
　会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

585
（社）日本地域冷暖房協
会

大手町地区都市排熱処理システム事業
実施計画策定調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月24日 19,900,000

　本調査は、安定的に排熱処理を行う下水熱交換施設計画を具体的に検討し、輻輳した道路地下空間にシステムを構築する方策を検
討することにより、都市排熱処理システムの全体像を明らかにし、連鎖型都市再生事業にあわせた事業実施計画を策定することによ
り、関連する都市基盤整備の進捗を目指すとともに、他の都市再生プロジェクトへの展開を図るものである。従って、調査の実施に
あたっては、都市における熱事業及び関連システム、熱源・排熱システムに精通し、地域特性を深く理解しているなど、十分な専門
知識と幅広い見識とが必要不可欠である。
　（社）日本地域冷暖房協会は、平成５年８月に設立され、社団法人としての歴史は浅いものの、法人化以前に任意団体として昭和
４７年から熱関連システムなどに関する経験を蓄積している。また、これまでにも数多くの熱事業及び関連システム等の調査を手が
けており、「折尾地区未利用エネルギー活用調査業務委託」（北九州市、Ｈ１２）「ヒートアイランド現象を緩和する都市排熱処理
システムの事業化調査」（国土交通省、Ｈ１６）、「大手町地区都市再生事業における下水道を活用した都市排熱処理システム計画
検討調査」（都市再生機構、Ｈ１６）等の実績を持っている。このように、同法人がもつ熱事業及び関連システム等に関するノウハ
ウ、実績は他に比較すべきところがない。会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を行
うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

586
（財）道路空間高度化機
構

交通結節点における立体的な公共空間
整備に関する検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月6日 6,720,000

　本調査は交通結節点の立体的な公共空間整備について、立体道路制度や立体都市計画制度等の活用の可能性等について検討するも
のであり、本調査を行うにあたっては、道路空間の高度化利用などに関する実務的知見を有していることが必要となる。
  財団法人道路空間高度化機構は、「道路と建物等との立体的整備、道路とその沿道の建物等の一体的整備、道路空間等を活用した
交通結節点等の整備、道路空間のバリアフリー化その他道路空間の有効かつ高度な利用を図るための事業を推進するため、道路空間
高度化事業に関する調査研究、技術の開発等道路空間高度化事業の推進に資する事業を行うことにより、道路の整備、これと併せた
良好な市街地形成、安全・ 円滑な交通の確保を図るとともに、活力ある地域社会の創生等に貢献し、もって国民生活の向上に寄与す
ること」を目的として設立されており、行政的な観点も含めて、交通結節点における立体的な公共空間整備の検討を進めるために必
要な知見と経験を有している。
　また、同機構は交通結節点をはじめとした道路空間の有効利用に関して、多くの検討調査を手がけており、全国的な見地からも豊
富な情報、幅広い知見と高い専門的知識を有している。なお、 近の調査は、「民間活力を活用した地下通路整備方策検討調査」
（都市・地域整備局、Ｈ１６）「新宿駅南口地区基盤施設利用計画検討業務委託」（関東地整、Ｈ１５）、「PFI事業に伴う立体道路
制度適用検討業務委託」（奈良県橿原市、Ｈ１４）、「管内道路空間高度利用検討業務委託」（関東地整、Ｈ１３）のとおりであ
る。
　このように、同法人は本調査の請負先として唯一の団体であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規
定に基づき随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）
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587 （財）古都保存財団
鎌倉市における歴史的風土保存に関す
る住民意識調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月26日 2,000,000

鎌倉市における歴史的風土の保存については、古都保存法の規定に基づき、必要な区域を歴史的風土保存区域に指定し保存区域内で
特に枢要な区域が歴史的風土特別保存地区として都市計画決定されている。平成17年３月末現在、約981haの歴史的風土保存区域、
573.6haの歴史的風土特別保存地区が指定・決定され、各種の土地利用規制等が講じられている。しかしながら、古都保存法施行後四
十年弱が経過する中で、歴史的風土の保存を取り巻く社会経済情勢や地元住民の歴史的風土保存に対する意識は大きく変化してお
り、こうした変化を的確に把握し、新たな政策課題を抽出しつつ古都保存行政に反映させることが求められている。本調査は、この
ような現状にかんがみ、地元住民の意識面から歴史的風土の保存に対する意識を調査し、将来の施策推進の基礎資料を得ることを目
的として、鎌倉市の住民700人に対し、歴史的風土保存の意義、規制意識等について、意識調査を実施するとともにその結果の分析を
行うものである。(財)古都保存財団は、古都における歴史的風土の保存に関する普及啓発・調査研究等を事業内容とし、全国レベル
で古都保存に係る諸問題に対応している唯一の団体である。また、旧総理府において実施していた歴史的風土保存推進調査を平成５
年度から請け負っており、歴史的風土保存に係る調査研究に関する知識、経験、ノウハウの蓄積も豊富である。また、本業務は、歴
史的風土の保存をとりまく社会経済情勢をふまえ、過去の住民意識調査項目に加え、今後の政策課題を抽出するための新たな調査項
目の設計を行うものであること等を考慮すると（財）古都保存財団は歴史的風土に関する知見・技術力を持ち、本調査研究を総合的
に行うことのできる唯一の団体であり、契約相手として、(財)古都保存財団をおいて他にはない。したがって、本業務については、
会計法第29条の3第4項及び、予決令第102条の4第3号に基づき、(財)古都保存財団と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

588 （財）日本造園修景協会
明日香村地域活動参加推進方策検討調
査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月20日 8,190,000

本業務は、住民参加による歴史的風土の保存と創造的活用を通じた観光振興・産業振興を通じ、地域の活性化を図るため、地域活動
の参加推進方策や先導的取組みの支援等に関する検討調査を実施するものである。本業務の実施には、明日香村の歴史的風土をとり
まく現状・産業構造等の状況に関する知識や歴史的景観保全に関する専門的な知識とともに、歴史的風土の保存と活用に関する専門
的かつ広範な知識を必要とする等、極めて特殊な業務である。（財）日本造園修景協会は、造園修景に関する調査、計画、設計、施
工管理技術の研究及び開発を主たる事業とする法人であり、造園及び景観に関する専門的知識と技術力を有し、本業務を行うための
十分な体制を有している。これまでにも、公園等の修景・緑化に関する調査、設計業務、景観解析調査等、造園修景に関する調査研
究を数多く実施しているほか、高松塚古墳や石舞台古墳など国家的に重要な明日香村の遺跡等の保全・活用を目的とした国営飛鳥歴
史公園の歴史的景観保全・修景計画業務を通じ、明日香村の歴史的風土をとりまく現状等にも造詣が深い。また、これ以外にも佐賀
県の吉野ヶ里遺跡の保全・活用を目的とした国営吉野ヶ里歴史公園における修景計画業務等、歴史的景観保全・修景に関する技術的
蓄積も多い。さらに、これらの専門的知識を活かし、歴史的風土の保存に関する調査を数多く実施しているところである。これらの
ことから、（財）日本造園修景協会は、明日香村の現状、歴史的景観保全及び歴史的風土の保存・活用に関する専門的知見と技術力
を有し、本調査研究を総合的見地から実施することができる唯一の団体と考えられ、契約相手として（財)日本造園修景協会をおいて
他にはない。よって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、（財）日本造園修
景協会と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

589
（財）都市緑化技術開発
機構

緑豊かな都市景観形成のための建築
物・構造物等における緑化推進方策検
討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月15日 26,775,000

本業務は、ヒートアイランド現象の緩和等に資する緑の効果の把握や、より大きな効果を発揮する緑化計画手法、緑化技術等につい
て調査・研究し、都市における適切な緑地配置や屋上・壁面緑化等による都市環境改善効果を定量的に把握するとともに、実態調査
をもとに特殊緑化技術マニュアルを検討し、建築物・構造物等における効果的な緑化の普及や、緑豊かな都市環境の形成に資するこ
とを目的とするものである。本調査研究にあたっては、都市緑化に関する技術的蓄積が必要であり、都市緑化の現状と問題点を十分
に把握したうえで、専門的な技術力により行うという観点から極めて特殊なものである。（財)都市緑化技術開発機構は、「都市にお
ける緑化のための植栽植物の育成、管理並びに良好な緑化空間の創出に関する調査研究及び技術開発を行い、もって緑豊かな都市づ
くりに寄与する」ことを目的として設立された法人である。これまでに、都市における良好な緑化空間の創出に関する調査研究及び
技術開発の一環として、新たな緑化空間の創出に関する調査研究及び技術開発や自然的環境の保全、整備、管理等に関する調査研究
及び技術開発を行うなど、都市緑化に関する高度な技術力と経験を蓄積している。また、(財)都市緑化技術開発機構は、平成3年度に
屋上緑化等の設計、施工、管理に係る多くの民間企業等からなる「特殊緑化技術開発研究会」を組織化し、平成６年度からは「特殊
緑化共同研究会」と改組して、屋上緑化等に関する専門技術に関する知識、先進的事例等についての情報を網羅的に把握している。
さらに、本業務を昨年度も受託し、本業務に関する技術、知識の蓄積があること等を考慮すると、(財)都市緑化技術開発機構は本業
務を円滑かつ効率的に行う上で必要な、専門的な技術又は実績、経験を有する唯一の団体であり、契約相手として、(財)都市緑化技
術開発機構をおいて他にはない。したがって、本業務については、予決令第１０２条の４第３号に基づき、（財）都市緑化技術開発
機構と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募の手
続きを導
入

590 （財）古都保存財団
歴史的風土の保存に関する講演会等の
実施

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年5月25日 8,000,000

古都における歴史的風土は、我が国固有の文化的資産として国民が等しくその恵沢を享受し、後代の国民に継承されるべき者であ
り、今後ともこれを適切に保存していくためには、地域住民はもとより国民一般においても歴史的風土の保存が国家的意義を有する
ものであることを認識する必要がある。また、平成１０年３月、歴史的風土審議会の意見具申（「今後の古都における歴史的風土の
保存のあり方について」）において、歴史的風土の保存は国民の理解と協力の下に進められるべきものであり、普及啓発活動を展開
する必要があるとしている。このため、「古都保存を考える講演会」等の普及啓発に関する事業を展開することにより、国民の古都
における歴史的風土の保存意識の高揚を推進するものである。（財）古都保存財団は、古都における歴史的風土の保存に関する普及
啓発・調査研究等を事業内容とし、全国レベルで古都保存に係る諸問題に対応している唯一の団体であるとともに、旧総理府におい
て実施していた古都保存を考える講演会の企画から運営・実施を平成５年度から請け負っており、古都保存に係る講演会等に関する
知識、経験、ノウハウの蓄積も豊富である。このような団体は他に存在しないため、契約相手として、（財）古都保存財団をおいて
他にはいない。したがって、本件については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、(財)古都保存
財団と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）
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591 （財）日本離島センター
平成17年度　　離島と都市の共生･対
流に関する調査（しまづくりキャラバ
ン２００５ｉｎ大阪）

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年5月26日 10,115,417

　本調査は、離島地域と東京以外の主要都市住民との交流を全国的に数年間にわたり継続的に実施するものであり、地方の主要都市
において離島の魅力の情報発信を行う場を設け、都市に住む人たちのニーズ把握などを通して、今後の離島地域の活性化に資するこ
とを目的とするものである。したがって、本調査の実施に当たっては、全国の離島に関する幅広くかつ専門的な知識を有し、離島の
状況等に精通していること、多数の離島関係者との信頼性（連絡調整能力）、離島に関する豊富な情報収集能力を有することが不可
決である。 財団法人日本離島センターは、昭和４１年の設立以来離島関連業務のみを行い、かつ、離島を抱える市町村長が役員・評
議員である日本の離島に関する日本（世界）で唯一の調査機関であり、 その能力は昨年度実施した事業「しまづくりキャラバン２０
０４in福岡」において当該財団と国土交通省との共催により事業を実施・運営して良好な成績を上げたこととともに、参加する離島
（市町村等）との細かな連絡調整を短期間に支障なく行ったことなど、当該財団は本事業を行う十分な能力とノウハウ、実績があ
る。このため、 本調査の契約相手方としては、財団法人日本離島センターをおいて他にない。 したがって、本調査については、予
決令第１０２条の４第３号に基づき、財団法人日本離島センターと随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

592 （財）日本離島センター
平成17年度　離島地域人材育成等支援
事業

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月16日 24,815,686

　本調査業務は、離島における様々な交流活動やケーススタディをとおして、今後の離島地域の活性化、自立促進のために、離島地
域における人材育成のあり方を検証するとともに、人づくりとリンクした「元気な島づくり」のための各種活性化方策を検討するも
のである。したがって、本調査の実施に当たっては、全国の離島に関する幅広くかつ専門的な知識を有し、離島の状況等に精通して
いること、多数の離島関係者との信頼性（連絡調整能力）、離島に関する豊富な情報収集能力を有することが不可決である。 財団法
人日本離島センターは、昭和４１年の設立以来離島関連業務のみを行い、かつ、離島を抱える市町村長が役員・評議員である日本の
離島に関する日本（世界）で唯一の調査機関であり、また、本調査と同じく離島の人材育成に関する、平成15～16年度に実施した
「しまづくりサポータ育成支援に関する調査」において良好な成果を収めるとともに、地元住民と連携して取り組んだことで実績や
協力体制を築いている。今年度の調査をより良く推進するためには地元住民との連携が必要不可欠である。以上の理由から、本調査
の契約相手方として、財団法人日本離島センターをおいて他にない。したがって、本調査については、予決令第１０２条の４第３号
に基づき、財団法人日本離島センターと随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

593 （財）日本離島センター
平成17年度　離島の総合交流推進支援
事業（アイランダー２００５）

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月15日 21,761,250

　本調査は、首都圏と各離島との交流を全国的に数年間にわたり継続的に実施するものであり、島と都市部との交流、島と島との交
流、島と海外との交流といった様々な情報交換の「場」を提供し、それにより交流人口の増加、Ｕターン・Ｉターン人口の増加を中
心とする、今後の離島地域の活性化に資することを目的とするものである。したがって、本調査の実施に当たっては、全国の離島に
関する幅広くかつ専門的な知識を有し、離島の状況等に精通していること、多数の離島関係者との信頼性（連絡調整能力）、離島に
関する豊富な情報収集能力を有することが不可決である。 財団法人日本離島センターは、昭和４１年の設立以来離島関連業務のみを
行い、かつ、離島を抱える市町村長が役員・評議員である日本の離島に関する日本（世界）で唯一の調査機関であり、 その能力は本
事業の趣旨に基づき昨年度実施された事業「アイランダー２００４」において当該財団と国土交通省との共催により事業を実施・運
営して良好な成績を上げたこととともに、参加する100をこえる離島との細かな連絡調整を短期間に支障なく行った実績がある。この
ため、 本調査の契約相手方としては、財団法人日本離島センターをおいて他にない。  したがって、本調査については、予決令第１
０２条の４第３号に基づき、財団法人日本離島センターと随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

594 （財）日本離島センター
平成17年度　離島に共通する広域的課
題に関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月22日 12,356,361

　本調査は、離島全般にわたる現状課題を、数値データ及び地域事例により収集整理し、共通する広域的課題を抽出する。また、離
島における税制の特例措置の基礎情報及び活用事例等の収集整理を行い小冊子を作成する。さらに、全国の離島で起業し、地域で活
躍する実業家等によるフォーラム・ワークショップを開催し、広く事例を収集するとともに、各離島に共通する課題・問題点に対処
するための諸提案を含めた支援策を検討するものである。したがって、本調査の実施に当たっては、全国の離島に関する幅広くかつ
専門的な知識を有し、離島の状況等に精通していること、多数の離島関係者との信頼性（連絡調整能力）、離島に関する豊富な情報
収集能力を有することが不可決である。 財団法人日本離島センターは、昭和４１年の設立以来離島関連業務のみを行い、かつ、離島
を抱える市町村長が役員・評議員である日本の離島に関する日本（世界）で唯一の調査機関である。さらに、全国の離島市町村との
人脈やパイプが太く、過去のフォーラムなどの実績や協力体制を築いており、「しまづくりサミット（仮称）」参加者の選考を行う
上で、ノウハウが十分に活かされ、本調査の遂行上、各地域の人材や関係業界、地元住民等との連携が必要不可欠であることから実
績を築いている上記財団に担当させる必要がある。このため、 本調査の契約相手方としては、財団法人日本離島センターをおいて他
にない。  したがって、本調査については、予決令第１０２条の４第３号に基づき、財団法人日本離島センターと随意契約を行うも
のである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

595 （財）国土計画協会
小笠原諸島における経済構造及び自立
化調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月3日 18,099,900

　小笠原諸島においては、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79条）に基づき、本土との諸格差の是正、
自立的発展の基礎条件の整備を目標として振興開発事業を推進してきた。その結果、基幹的な社会資本の整備等に
ついては相応の成果をあげ、本土との整備水準の格差は縮小してきたところであるが、本土から遠く隔絶した外海に
位置する等の地理的・自然的・社会的・歴史的不利性等により、基幹産業が十分に育成されておらず、また、住民生活の
利便性や所得水準には本土との格差が依然として存在するなど、地域の自立的発展の基礎が十分に築かれたとはいい
難い状況にある。
  　そこで、小笠原諸島における経済構造及び自立化調査は、この現状を踏まえ同諸島における振興開発事業の評価と
課題を整理したうえで、各種統計指標等を用いて経済構造モデルを構築し、地域経済の実態及び改善方策を明らかに
するものである。また、加えて、本地域経済自立化に向けたシナリオや自立化指標を明らかにし、今後の小笠原諸島振興
開発政策のあり方についての検討に資することを目的とする。
  　したがって、この調査を担当するためには、地域振興計画、経済分析調査、観光・産業振興計画に精通するとともに、
離島振興に関する情報収集ネットワーク及び経験、能力を有することが求められる。
  　（財）国土計画協会は、国土計画、地方計画、産業振興計画等について調査研究するとともに、国土の開発・保全
並びに各種社会資本に関する計画策定への協力を目的として設立された財団であり、これまでに「次期北海道総合
開発計画フレーム策定に係るモデル開発調査」（平成8年度北海道開発局）、「北海道経済社会動向推計応用モデル開発」
（平成9年度北海道開発局）、｢社会資本整備に関する住民満足度予測手法開発」（平成12年国土交通省土木研究所）、
「まちづくりの目標・指標と事業効果の関係の定量化調査」（平成15年国土交通省）等本業務に類似した調査を数多く
実施してきた実績がある。
  　一方では、「小笠原諸島振興開発総合調査」（平成9年度東京都）、｢小笠原諸島振興開発に関する総合的な調査」
（平成14年度国土交通省）、｢小笠原諸島旧島民に関する調査」（平成15年度国土交通省）等、小笠原諸島に関する調査
実績は過去に多数あることから、これらの調査を通じて多くの有識者との協力関係を築くとともに、今回の調査内容に
対する知見も豊富であり、本調査の実施にあたり万全の体制を有している。
  　以上から、本調査の契約の相手方としては、上記のように必要な条件を高い水準で保有している（財）国土計画協会を
おいて他にはない。
  　したがって、本業務については、予決令第１０２条の４第３号に基づき、（財）国土計画協会と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

596
（財）国土技術研究セン
ター

小笠原諸島の自立的発展に向けた住宅
政策のあり方調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月26日 16,989,000

　小笠原諸島においては、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79条）に基づき、本土との諸格差
の是正、自立的発展の基礎条件の整備を目標として振興開発事業を推進してきた。その結果、基幹的な社会
資本の整備等については相応の成果をあげ、本土との整備水準の格差は縮小してきたところであるが、昭和
１９年に太平洋戦争の戦局の悪化により島民のほとんどが本土へ強制疎開を余儀なくされ、昭和４３年の本土
復帰までの四半世紀に及ぶ間、島に島民不在という特異な歴史的経緯を有していることの他、他の地域とり
わけ島しょ部と比較して、土地供給不足や建物の建設コスト高による住宅取得コスト高であることから、小笠原
諸島における持ち家比率は、平成１２年１０月１日現在で、１６．８％（全国平均６１．１％）と極めて低い水準に
あり、地域の自立的発展並びにその住民の生活の安定の支障になっていると考えられる。
  　そこで、小笠原諸島の自立的発展に向けた住宅政策のあり方調査は、この現状を踏まえ同諸島における
住宅に係る現況把握、住宅需要の可能性調査、住宅建設コストの高コスト要因分析等、課題を整理したうえで、
住宅建設コストの低コスト化に向けた取り組み方策を検討し、今後の小笠原諸島の自立的発展に向けた住宅
政策のあり方についての検討に資することを目的とする。
  　したがって、この調査を担当するためには、公営住宅制度、都市・地域基盤の再構築、地域の特性に対応
した住宅整備、住宅マスタープランの策定に精通するとともに、離島振興に関する情報収集ネットワーク及び
経験、能力を有することが求められる。
  　（財）国土技術研究センターは、国と社会が要請する新しい建設技術に関する研究開発を総合的、かつ効果
的に行うとともに、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術水準の向上を図り、もって国民福祉
の向上に寄与することを目的に設立された公益法人である。同センターは、これまでに官公庁、大学、民間企業
などとともに、広く道路、河川、住宅・建築及び都市の計画及び技術開発に関しても調査研究、情報収集及び
提供等を行っており、住宅市街地整備の分野でも数多くの研究実績と関係諸制度や事業の実態等に精通した
人材を有している。国土交通省内での調査・研究実績も多く、各種事業制度の検討のほか、近年は大規模
ニュータウンの再活性化方策の検討、再生マスタープラン等住宅マスタープランの策定等についても豊富な
実績を有している。
  　一方では、「地方都市における土地有効利用事業の展開可能性に関する基礎調査」（都市基盤整備公団）、
「公営住宅制度の見直しに関する基礎的調査」（国土交通省住宅局）、「田園居住をサポートする効果的な環境
整備のあり方に関する調査」（国土交通省住宅局）、「中南部都市圏住宅関連調査」（沖縄県）、「龍郷町住宅
マスタープラン作成業務委託」（鹿児島県龍郷町）についても受託をしており、今回の調査内容に対する知見も
豊富であり、本調査の実施にあたり万全の体制を有している。
  　以上から、本調査の契約の相手方としては、上記のように必要な条件を高い水準で保有している（財）国土
技術研究センターをおいて他にはない。
  　したがって、本業務については、予決令第１０２条の４第３号に基づき、（財）国土技術研究センターと随意
契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募の手
続きを導
入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

597 （財）日本交通公社
小笠原諸島の自立的発展に向けた歴
史・文化観光開発基礎調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月10日 8,135,883

　小笠原諸島においては、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79条）に基づき、本土との諸格差の是正、自立的発展の
基礎条件の整備を目標として振興開発事業を推進してきた。その結果、基幹的な社会資本の整備等については相応の成果をあげ、本
土との整備水準の格差は縮小してきたところであるが、いまだ基幹産業が十分に育成されていない。
  　こうしたなか、同地域の産業の柱である観光業は、自然・海洋リゾート依存型の脱却を目指し、多様な観光資源の一環として
「戦跡めぐりツアーコース」の整備に取り組みはじめているが、いまだ十分な状況とは言い難い。
  　本調査は、こうした現状を踏まえ、観光による自立的発展を目指している同諸島における今後の新たな観光の目玉の可能性の一
つとして、同諸島が辿ってきた特異な歴史・文化に着目し、今後、各主体がこれらを体験探訪できるコースの開発などに取組む際に
吟味された必要な情報提供や示唆ができるよう、既往の文献収集整理など、新たな観光資源の開発に向けた基礎調査を行うことを目
的とする。
  　したがって、この調査を担当するためには、観光地における観光客動向、観光による地域振興策、観光計画等に精通するととも
に、離島振興に関する情報収集ネットワーク及び経験・能力を有することが求められる。
  　（財）日本交通公社は、国内外の旅行の動向、観光レクリエーションの調査・計画・研究に専念し、消費者の旅行ニーズの解析
とマーケティング調査とともに、観光地域計画を専門分野とするなど、需要・供給両面からのきめ細かい分析・提案が行っている。
また、観光レクリエーションに関しては、中央省庁の関連調査を始め全国の地方自治体、海外、民間企業からの調査、分析、計画策
定など多方面にわたる委託調査コンサルティングの実績を有し、単なるハードの施設計画だけでなく、事業化計画・運営計画あるい
は旅行商品化計画などの、いわゆるソフトウェアの計画にも豊富な経験と実績を有している。
  　一方では、「離島航路事業の高度化及び離島におけるエコツーリズム振興関する調査」（財団法人海事産業研究所）、「小笠原
村観光宣伝手法調査」（東京都小笠原村）、「雨天時対策施設の整備等の実施に向けた具体策に関する調査」（東京都小笠原村）等
についても受託しており、今回の調査内容に対する知見も豊富であり、本調査の実施にあたり万全の体制を有している。
  　以上から、本調査の契約の相手方としては、上記のように必要な条件を高い水準で保有している（財）日本交通公社をおいて他
にはない。
  　したがって、本業務については、予決令第１０２条の４第３号に基づき、
（財）日本交通公社と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から一般競争入札等
に移行）

598
（社）全国上下水道コン
サルタント協会

下水処理場での亜鉛の挙動の把握及び
亜鉛の水質環境基準等を達成するため
の総合的な対策検討調査業務

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年7月1日 15,960,000

本調査を行うためには、下水道処理場での亜鉛についての技術的な知識、経験及び調査実績を踏まえた上で、総合的な対策に係る情
報を体系的に整理することができる知見を持ち合わせているとともに、効率的かつ円滑に業務を遂行する能力を持ち合わせているこ
とが必要不可欠である。社団法人 全国上下水道コンサルタント協会は、水道及び下水道に関する技術の改善向上、調査、研究並びに
情報の収集等を図り、もって、上下水道の施設整備に貢献することにより、広く社会共通の福祉の増進に寄与することを目的として
設立された法人である。内部には下水道委員会、技術委員会、受託業務委員会が設置され、下水道に係る調査検討等を行うための十
分な体制およびその内容を審議、評価する委員会が整えられており、本業務を行う上で必要とされる特に高度で専門的な技術および
経験を有している。下水道における微量化学物質については、 重要な課題として取り組んでおり、同法人における技術研究発表会
において平成11年度は｢流域管理とリスクアセスメント｣、平成14年度は｢水環境中の病原微生物のリスク管理｣をテーマとし、平成14
年度には｢下水道におけるＰＲＴＲ法の課題｣が 優秀論文として発表される等長年の成果の蓄積が行われている。また、平成13年度
には｢下水試験方法｣改訂に係る業務として、｢下水試験方法改訂準備委員会(環境ホルモン等編)に関する業務｣を行っており、下水道
における微量化学物質の水質分析に係る高度な技術を有している。さらに、同法人は、｢下水道施設計画・設計指針と解説｣、｢下水道
維持管理指針｣の策定・改訂業務に当初から参画し、平成16年度には｢既存施設高度処理化促進の設計指針｣を受託する等、下水道の水
処理に関する高度で専門的な技術および経験を有しており、本調査で必要とされる下水処理場における亜鉛除去等について総合的に
検討できる唯一の機関である。これらのことから、本業務を も効率的かつ合理的に行えるのは、同法人をおいて他にない。した
がって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき(社) 全国上下水道コンサルタント
協会と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から一般競争入札等
に移行）

599
（社）全国上下水道コン
サルタント協会

合流式下水道の水質の指標及び改善対
策に関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月3日 7,980,000

本調査を行うためには、合流式下水道についての豊富な技術的な知識、経験及び調査実績を持ち合わせているとともに、効率的かつ
円滑に業務を遂行する能力を持ち合わせていることが必要不可欠である。社団法人全国上下水道コンサルタント協会は、上下水道の
コンサルタント業務の進歩改善及び技術の向上に関する調査、研究並びに情報の収集等を図ることを目的として、上下水道の調査設
計を専門に行っている会社を構成員として設立された法人であり、また、内部には下水道委員会、技術委員会、受託業務委員会等が
設置され、下水道に係る調査検討等を行うための十分な体制及びその内容を審議、評価する委員会が整備されており、本業務を遂行
する上で必要をされる高度で専門的な技術及び経験を豊富に有している。また、同協会は、平成3年度から4年度の2ヵ年にわたって建
設省下水道部より「合流式下水道の改善に関する調査」を実施し、平成8年度から平成10年度の3ヶ年にわたって（財）下水道新技術
推進機構より「合流式下水道越流水（CSO）対策の研究」を実施している。ほかに、平成13年度から14年度の２ヵ年にわたって（社）
日本下水道協会より「合流式下水道越流水暫定指針改定調査専門委員会に関する補助業務」を実施し、指針改定の業務を遂行し、同
時に、平成14年度には日本下水道事業団より「下水道の雨天時放流水対策に係る基準の作成調査業務」を実施している。さらに、平
成16年度には（財）下水道新技術推進機構より「流出解析モデルを利活用した浸水対策及び合流改善対策実態調査」を、日本下水道
事業団から「平成16年度合流改善対策施設の既存設備とその運転状況等を反映した設計基準作成のための調査業務」を遂行してお
り、合流式下水道に関する数多くの実績を有していることから、本業務請負を行えるのは、同法人をおいて他にない。したがって、
本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき（社）全国上下水道コンサルタント協会と
随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から一般競争入札等
に移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

600 （社）日本下水道協会
下水道における官民協働に関する調査
検討

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月14日 7,000,000

下水道に関しては、下水道整備の後れている中小市町村を中心とした普及促進、都市における緊急的な浸水対策の推進、合流式下水
道の緊急改善、高度処理の推進、下水道施設・資源の有効利用等、多様な機能・役割を有しており、それらの施策・事業について、
官民協働のあり方を検討するためには、下水道を取り巻く社会経済状況や下水道事業全般に関わる資料収集及び調査分析能力、並び
に下水道事業を客観的な立場から分析判断するための総合的な知識が必要である。社団法人日本下水道協会は、定款上、①下水道事
業の経営に関する調査研究業務、②下水道の技術に関する調査研究業務、③下水道の設計及び調査に関する業務などを目的として設
立された法人であり、下水道全般に関する専門的・技術的な知識を有している。また、同法人は下水道事業を実施している地方公共
団体を正会員とする組織であり、各都道府県内に地方支部を有しており、豊富な人材と資料の蓄積により、高い調査分析能力を有し
ている。このため、社会経済及び公共事業における問題点や解決方法を提起できる能力を有しており、下水道分野においても数多く
の実績を残している。また、本業務の遂行にあたって、同法人は、下水道事業の広報・広聴の意義、広報・広聴の進め方とその手
法、各地方公共団体の事例等をまとめた下水道広報マニュアルを平成１３年に策定するなど下水道管理者と住民・NPOとの関わり合い
について、本業務を実施するにあたっての十分な実績と必要な知見及び情報等を有するものであり、同法人に本業務を請け負わすこ
とにより、円滑な業務の遂行ができる。これら既存の実績等も併せ考えた場合、業務委託先は社団法人日本下水道協会をおいて他に
はない。よって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、社団法人日本下水道協
会と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

601
（財）下水道新技術推進
機構

下水道における化学物質流入・流出実
態の把握に関する調査検討

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年7月28日 5,460,000

　本業務では、ＰＲＴＲ法に基づいて届出されるデータについて集計と同時にチェックを行う必要があるため、ＰＲＴＲ制度に関す
る深い理解と共に、各下水処理場での処理方法ならびに処理方法ごとの化学物質の除去率など、下水処理技術と化学物質に関する高
度な知識と経験が要求される。また、ＰＲＴＲ制度を活用した下水道事業者のリスクコミュニケーション手法を検討する際にはＰＲ
ＴＲ制度に関する理解のみならず、下水道管理者の化学物質への取り組み状況を把握し、また下水道における化学物質の分析手法な
ど高度で専門的な技術、経験を有している必要がある。
　財団法人下水道新技術推進機構は、寄附行為上、下水道に関する新技術の研究及び開発を行うとともに、下水道事業への新技術の
導入を促進すること等により、下水道事業の効率的かつ円滑な推進を図ることを目的に設立された法人である。そのため下水道に関
する高度で専門的な技術・経験を有しており、平成１３～１６年度に業務委託した「下水道リスク管理システム構築に関する調査検
討」や「下水道リスク管理システム運営に関する調査検討」において、ＰＲＴＲ届出のデータチェック、システムの構築・運営、Ｐ
ＲＴＲ制度上の問題点等の検討を行っており、また平成１６年度には、ＰＲＴＲ届出義務外の化学物質の下水道処理場への流入・流
出についての調査検討を行ったところである。以上のことから、財団法人下水道新技術推進機構は、本業務を行う上で必要とされる
ＰＲＴＲ制度に関する深い理解ならびに下水道における高度で専門的な技術、経験を有しているとともに、システムの修正等につい
ても効率的かつ迅速な対応が可能である。
　　また同法人は、内部に下水道新技術研究所が設置されており、ＰＲＴＲデータの集計・チェック及び制度の問題点の分析並びに
対応策の検討を行うための十分な体制が整っており、本業務を行う上で必要となる条件を備えたものは同法人をおいて他にはない。
　　したがって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき財団法人下水道新技術推
進機構と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から一般競争入札等
に移行）

602 （財）河川環境管理財団
下水道における都市の水路保全・創出
方策検討業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月1日 4,830,000

　本業務の遂行に際しては、都市の水路保全・創出に係る課題等を検討することから、下水道行政に加え、業務に関係する河川行政
に対する深い理解を要すると共に、都市内の水路の現状に関する広範な知識を有している必要がある。
　河川環境管理財団は、河川環境の保全、整備及び総合的な調査研究等を行い、もって国民の生活環境の向上に寄与することを目的
として設立された財団法人であり、河川環境の整備と保全及び河川の利用に関する総合的な調査研究、河川の水環境の保全に関する
調査研究を行っている。このことから、河川行政に対する深い理解を有している。また、同法人は都市内の水路の現状に関する調査
を実施しており、「下水道を中心とした水面確保方策調査検討」等の調査を行うなど、都市内の水路の現状に関する広範な知識を有
している。このことから、同法人は、本業務を遂行する条件を備える唯一の団体であり、本業務を遂行できるのは、同法人をおいて
他に無い。
　よって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、同法人と随意契約を行うもの
である。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

603
（財）下水道新技術推進
機構

下水道における市街地からのノンポイ
ント汚濁負荷対策検討業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月1日 8,190,000

　本業務の遂行に当たっては、下水道を介した市街地からのノンポイント汚濁負荷の下水道流入・流出の現況、汚濁負荷流出による
公共用水域への影響、およびノンポイント汚濁負荷処理技術等に関する広範かつ高度な知識が要求される。
　財団法人下水道新技術推進機構は、寄附行為上、下水道に関する新技術の研究及び開発を行うとともに、下水道事業への新技術の
導入を促進すること等により、下水道事業の効率的かつ円滑な推進を図ることを目的に設立された法人である。同法人は、内部に下
水道新技術研究所を設置しており、下水道を介したノンポイント汚濁負荷の流入・流出の現状分析、ノンポイント汚濁負荷の処理技
術、およびノンポイント汚濁負荷対策の検討を行うための十分な体制が整っている。また、下水道に関する高度で専門的な技術・経
験を有しており、平成９年度には「市街地のノンポイント汚濁負荷に関する手引き」の発行、平成１４年度には同手引きの改訂に関
する業務を受託しており、下水道を介した市街地からのノンポイント汚濁負荷の下水道流入・流出の現況、汚濁負荷流出による公共
用水域への影響に関する広範な知識を有するとともに、ノンポイント汚濁負荷の処理に関する高度で専門的な技術と経験を有してい
る。以上より、本業務を行うことができるものは、同法人をおいて他にはない。
　したがって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき財団法人下水道新技術推進
機構と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）
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604 （独）都市再生機構
木津町東部地区都市再構築ビジョン検
討及び社会実験

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月21日 6,209,000

本契約は、都市再生本部事務局が募集した平成１７年度「全国都市再生モデル調査」に木津町が応募し、去る平成１７年６月２４日
に同事務局が対象自治体として同町を選定した、「木津町東部地区都市再構築ビジョン検討及び社会実験」の実施のため、締結する
ものである。本契約の対象は、関西文化学術研究都市のクラスターのうち、木津町東部地区における今後の都市的開発の一部中止を
契機とし、緑地環境を活用した「新時代の自然調和型まちづくり」への転換のため、協議会の設置、審議及び社会実験の実施によ
り、同町東部地区再構築に係るまちづくりビジョンの策定に向けて、将来ビジョンの検討、ビジョンの実現化・具体化に向けた事業
化方策の検討等を行うものである。独立行政法人都市再生機構西日本支社関西文化学術研究都市事業推進本部は、本調査に求められ
る都市計画や街づくりでの専門的かつ高度な技術的・専門的能力を有し、かつ独立行政法人都市再生機構法の業務範囲において、地
方公共団体作成の建設計画に従って関西文化学術研究都市の建設を行う、と定められている事業者である。また同法人は、木津東部
地区においても当初開発を予定していた事業者で、当該エリアの変遷及び経緯を熟知し、地域情報の含蓄も豊富であることから、本
調査の遂行に 適な事業者であると判断される。なお、本契約の実施要領において、事業実施及び報告書作成では都市再生モデル調
査の応募者たる木津町と協議のうえ実施することを定めている。よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号に基づき、独立行政法人都市再生機構西日本支社関西文化学術研究都市事業推進本部を直接相手方として随意契約を
行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

605
（財）日本開発構想研究
所

「青梅」近未来型中核的都市づくり基
礎調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月26日 6,209,000

本調査は、全国都市再生の幅広い展開に資するため、地域が自ら考え自ら行動する自由な発想と創意工夫に基づく先導的な都市再生
活動の支援を目的として、都市再生本部事務局が募集した平成１７年度「全国都市再生モデル調査」に選定された青梅市が提案する
「青梅市」近未来型中核的都市づくり基礎調査」を実施するものであり、このモデル調査の一環として、各地域に存在する豊富な自
然、文化、観光及び公・民間の各種施設等、特徴ある資質や資源に恵まれている青梅市が、それらの有機的な連携及び有効活用によ
る既存ストックを活かしたコンパクトな「近未来型の中核的都市」への転換のため、都市づくりの構想に資する検討や、それらを実
行するための具体的方策の検討を行うものである。本調査の遂行にあたっては、調査対象の青梅市が業務核都市として整備拠点に位
置づけられていることから、首都圏の整備施策に精通していることとあわせ、都市再生の事業手法に関して高度な見識を必要とす
る。財団法人日本開発構想研究所は、「国民の諸活動の基礎をなす国土の総合的な開発に関する構想、それを達成するためのシステ
ム等について調査、研究、企画を行ない、もって人間のための豊かな環境の創造に資する」ことを目的とした団体である。上記団体
は、都市・地域整備局大都市圏整備課（旧国土庁大都市圏整備局）発注により、「２１世紀の国土のグランドデザイン」で主要な戦
略の一つとして掲げられる「大都市圏のリノベーション」について、５０年先の東京圏の大都市圏あるべき姿について検討（平成１
２年度大都市のリノベーション・プログラム策定調査業務）を実施するなど、大都市圏整備行政に関する高度かつ幅広い見識を有し
ている。また、独立行政法人都市再生機構（旧都市基盤整備公団）の発注により、都市再生緊急整備地域の将来像と地区別の役割分
担のあり方に関する検討（平成１５年度東京臨海部における都市再生市街地ビジョン及び実現方策検討調査）を実施するなど、都市
再生の事業手法に関する高度かつ幅広い見識を有している。以上のように、財団法人日本開発構想研究所は、首都圏の整備施策に精
通し、都市再生事業手法に関して特に高度な技術及び経験を有する唯一の団体である。従って、本調査については、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、財団法人日本開発構想研究所を委託先として随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

606 （社）日本交通計画協会
平成１７年度全国都市再生モデル調査
（新潟県栃尾市）

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月11日 6,209,000

本調査は、全国都市再生モデル調査において全国の参考となるべき先導的活動として、新潟県栃尾市において「謙信を育てた里づく
りとしてまちなか再生を図る雁木空間形成システムの構築を内容とした調査」を行い、謙信公ゆかりの地として歴史文化資源を活用
したまちなか観光に取り組むものである。雁木は、降雪時の移動が容易で夏場の日射遮蔽による清涼空間を創出し、高齢者をはじめ
住民や観光客も心地よく移動できるユニバーサルデザインのみち空間である。平成９年から栃尾市ではじまった「表町の雁木づく
り」によるまちづくりの仕組みを中心市街地に広く応用し、楽しく快適で安全な中心市街地の回遊性のあるみち空間を官民協働で、
「雁木空間形成システム」構築を具体化することを目的とする。
      本業務の遂行に当たっては、豪雪地帯に関する豊富な知識と幅広い経験が必要であるばかりでなく、伝統的文化の空間「雁
木」が歩道であることから、みち（街路）空間整備の計画及び都市整備におけるユニバーサルデザイン、景観についても豊富な知識
と幅広い経験、先進的な知見、課題認識を備えていることが必要とされる。
      社団法人日本交通計画協会は、伝統文化、歴史では、「真壁町歴史的環境整備街路事業調査」（平成16年度（茨城県真壁
町））、豪雪地帯では、「スノートピア整備計画調査」（平成8年度（新潟県長岡市））、景観では、「景観に配慮した街路デザイン
のあり方に関する調査」（平成16年度（都市・地域整備局））、ユニバーサルデザインでは、「都市のユニバーサルデザインの推進
に関する検討」（平成12年度（都市・地域整備局))などの業務の実績があり、また、公共団体を中心に毎年 100件以上の受託調査実
績があることから、ユニバーサルデザイン、景観と幅広い知識と情報を持っている。
      以上のことから、本業務に必要な条件を備え、豊富な知識と幅広い経験もった業者は他にみられないことから、契約相手方と
して同業者をおいて他にはない。
    　したがって、本調査については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、同業者と随意契約を
行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から一般競争入札等
に移行）

607 （財）国土計画協会
平成１７年度全国都市再生モデル調査
（福島県川俣町、北海道上士幌町）

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月21日 12,418,000

本調査は全国都市再生モデル調査において、全国の参考となるべき先導的活動として、特色ある地域活動を活かした都市再生の方策
の検討について、調査を行うものである。福島県川俣町においては、毎年開催される「コスキン・エン・ハポン」が地元住民の文化
活動の一部、あるいは住民の誇りやアイデンティティ形成、さらには全国の人々との交流のみならず、国際文化交流拠点ともなって
おり、これに関わる様々な活動を川俣町の都市再生のキーワードとして捉え、その拠点整備及び運営にあたっての課題を検討するこ
とを目的とする。　北海道上士幌町においては、豊かな自然、温泉、景観、文化財などの多様な地域資源を活かし、産学官連携によ
る健康・環境・観光が一体となって、「健康回復と癒しのための滞在型観光」をきっかけとする都市部からの移住あるいは長期滞在
など、定住・二地域居住による「イムノリゾート上士幌」を推進するための施策、基盤づくりを検討することを目的とする。　本業
務を遂行するにあたっては、総合計画・都市計画、地域資源を活用した観光振興計画・地域振興施策に関する幅広い知識と経験、行
政的手法の検討を含む幅広い見地、並びにまちづくりに関する高度な技術力が求められる。　財団法人国土計画協会は、昭和２１年
の設立以来、国土計画及び地方計画策定に関する諸般の事項を調査研究し、国土の開発利用、保全並びに各種社会資本に関する総合
計画の樹立、地方計画策定に協力し、これらの促進を図ることを目的に設立した法人であり、これまで、観光振興、地域連携、まち
づくり、都市計画等多領域にわたる地域開発、都市開発の総合的な構想、計画策定に数多くの先進的な実績をあげている。これまで
に「全国都市再生の推進に資する総合的なまちづくり事業の活用方策検討調査（H15国土交通省）」、「今後のまちづくりにおける重
点施策検討調査（H16国土交通省）」等の都市再生に向けたまちづくりに関する調査を実施するとともに、全国都市再生モデル調査と
して、「地域の個性を生かした身の丈サイズのまちづくり検討調査（H15国土交通省）」の実績を有し、本業務を行う上で、地域づく
りの計画から事業化までの総合支援又は地域住民のまちづくり支援に関する豊富な経験を有している。このような観点から判断し
て、当該法人は上記業務を遂行できる唯一の機関である。よって、会計法第２９条の３第４項、及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号の規定により、上記法人と随意契約をするものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から一般競争入札等
に移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日
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608 （財）国土計画協会
地域プライド創発による地域づくりの
あり方に関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月24日 13,576,000

　わが国は、豊かな自然の中で様々な歴史・文化を生みだし、それぞれの地域で個性ある人間性や地域性を養ってきた。こういった
地域の独自性に目を向け、地域に息づく歴史・文化・民俗を礎として人間力を高めていくことは、地域住民主体で地域の活性化を
図っていく上でも重要なことである。
　本調査は、文部科学省と合同で地域固有の歴史・文化・民俗を再発見し、これらの文化資源により築かれ、受け継がれてきた「地
域精神＝地域プライド」を発掘し、この地域プライドによる新しい切り口による個性ある地域づくりのあり方を検討するものであ
る。
　財団法人　国土計画協会は、「国土計画及び地方計画策定に関する諸般の事項を調査研究し、国土の開発利用、保全並びに各種施
設の規模及び配置に関する総合計画の樹立並びに地方計画に協力し、その実施に当たってはこれ等の推進を図ること」を目的に設立
された法人であり、これらの目的を達成するため全国レベルの計画に関する調査研究は勿論、全国レベルの計画に不可欠な地域レベ
ルにおけるまちづくりのプランニングに至るまでの調査研究を実施している。地域レベルにおける調査研究においては、「地域資源
活用構想策定等支援調査（地域連携による社会資本の効果的活用を通じた地域づくり）」（国土交通省）、「東北地方の歴史文化資
源に関する状況把握調査」（国土交通省）「地域の個性を生かした身の丈サイズのまちづくり検討調査」（国土交通省）など、特に
地域の特性や地域資源を活用したまちづくりに関する多様な業務実績を有している。
　これらのことから、国土計画協会は本業務を行う上で必要となる地域レベルの活性化の方策・プランニングに深く精通していると
ともに、全国における都市と地方の連携方策に関しても豊富な知見を有しており、地域プライドという今までにない視点の調査研究
を実施できるための応用力も有しているため、契約相手方としては、国土計画協会をおいて他にないと考えられる。
　したがって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、国土計画協会と随意契約
を行うものである。

その他のもの

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの

609
（財）都市みらい推進機
構

まちづくりに係る情報整理及び情報共
有に関する調査

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年6月17日 30,030,000

中心市街地活性化に関する独自の支援制度を有し、地方公共団体及びまちづくり組織との連携体制を有する唯一の団体であるため
（会計法第29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

610
（財）国土技術研究セン
ター

公共交通の整備効果に関する調査
竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年7月5日 11,700,000

特殊地下壕防災・安全実態調査で得られたデータ・ノウハウを有する必要があるため（会計法第29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募の手
続きを導
入

611 （独）都市再生機構
地方都市再生のための新たな事業手法
検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月5日 9,800,000

全国各地において実施した土地区画整理事業、市街地再開発事業、公共施設整備、住宅市街地総合整備事業、民間住宅共同建替等
様々な事業に基づく情報や知見を有する公的主体であるため（会計法第29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

612 （財）都市防災研究所
官民が連携した地域コミュニティを中
心とする「安全・安心まちづくり」検
討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月12日 43,463,000

都市施設と市民によるまちづくり活動・防災・防犯に関する知見・ノウハウの蓄積が必要であるため（会計法第29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

613
（財）国土技術研究セン
ター

特殊地下壕防災・安全実態調査
柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月17日 19,729,000

特殊地下壕の特殊性をふまえた政策的な調査、その分析に専門的なノウハウの蓄積が必要であるため（会計法第29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から一般競争入札等
に移行）

614
（財）都市みらい推進機
構

官民協働によるまちづくりマネジメン
ト方策検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月6日 18,627,000

都市開発プロジェクトにおける一括したマネジメントに係る検討を先導的に実施している唯一の公的主体であるため（会計法第29条
の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

615
（財）都市みらい推進機
構

地区開発マネジメント制度に関する検
討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月6日 10,900,000

全国の豊富なマネジメントの事例等のデータベースを所有する必要があるため（会計法第29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
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616
（財）国土技術研究セン
ター

地域資源・既存ストックを活用したま
ちの再生推進調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月20日 24,836,000

河川、道路、都市、住宅・建築など様々な技術部門における既存ストックの活用等に係る情報と知見を全国ベースで有する必要があ
るため（会計法第29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から一般競争入札等
に移行）

617
（財）国土技術研究セン
ター

総合的な都市整備手法の評価手法に関
する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月18日 22,000,000

まちづくり総合支援事業、都市再生総合整備事業、まちづくり交付金等、多種の事業から構成される総合的な都市整備事業に関する
評価手法の検討を実施し、情報と知見を有する必要があるため（会計法第29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募の手
続きを導
入

618 （独）都市再生機構
大都市圏都心部における環境モデル都
市形成検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月24日 13,000,000

全国各地において実施した大規模定未利用地の土地利用転換に基づく情報や知見を有する必要があるため（会計法第29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

619 （独）都市再生機構
都市・居住環境整備重点地域の指定に
関する検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月24日 15,000,000

全国の大規模低未利用地の公民の開発等、事業実施の可能性に係る情報と知見を有する必要があるため（会計法第29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

620 （財）都市計画協会
まちづくりの課題把握と民間まちづく
り主体との共通認識形成に資する都市
のデータベース構築方策検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月28日 15,000,000

調査にあたっては、同財団のみが有する都市計画にかかるデータベースを用いる必要があるため（会計法第29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

621 （財）国土計画協会
まちづくり交付金の事業効果分析手法
の検討に係るデータ分析調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月24日 15,000,000

総合的な都市開発事業に係るアウトカム指標と事業効果の相関関係に精通している必要があるため（会計法第29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

622 （独）都市再生機構
特定課題に対応したまちづくり交付金
の適用方策検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月24日 30,820,000

全国各地において都市再生整備計画の作成支援を実施している唯一の公的主体であるため（会計法第29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

623 （財）計量計画研究所
大規模開発における交通実態に関する
検討調査

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年5月10日 73,500,000

本調査は、大規模な住宅や複合開発に関する交通実態を調査・分析することにより、大規模開発がもたらす周辺インフラへの交通負
荷について検討し、現在、主に事務所や商業施設の開発活用されている「大規模開発地区関連交通計画マニュアル」の改訂案につい
て検討するものである。
　そのため、本調査の実施にあたっては、大規模な開発に伴うさまざまな交通計画に関して、幅広くかつ極めて高度な知識、技術、
経験が必要となる。
　財団法人計量計画研究所は、我が国及び諸外国の政治、経済、社会事象の数量的な調査研究を行い、我が国諸官庁をはじめ諸企業
の合理的政策決定及び科学的計画に関する知識普及に寄与することを事業目的として設立された財団法人であり、特に都市交通計画
に関する調査を行うための十分な調査・検討体制が整っている。
　また、これまでに、都市交通計画に関するさまざまな調査を数多く受託するとともに、優れた実績を上げており、都市交通計画や
都市施設計画全般について豊富な知識と経験を有している。
　特に、平成１１年に発出された「大規模開発地区関連交通計画マニュアル」の策定検討に携わる等、本調査を実施するにあたっ
て、過去のデータの蓄積、実態調査の実施のための知識や経験、及びその結果を用いた解析に関する優れた実績があることから、本
業務を行う上で必要となる特殊かつ高度な知識、技術、経験を有している。
　さらに、本調査は、平成１６年度から３カ年で実施する予定の調査であるが、財団法人計量計画研究所は、平成１６年度の調査も
受託しており、調査の主旨や内容、調査方法等について他のどの調査会社よりも本調査を熟知している。
　よって、本業務を円滑に遂行できるのは、財団法人計量計画研究所をおいて他にはないことから、会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３号に基づき、財団法人計量計画研究所と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）
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624 （財）計量計画研究所 平成１７年度全国都市交通特性調査
竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年6月14日 220,000,000

本調査は、わが国の都市交通政策のあり方を検討するために、全国の都市を都市圏規模毎に分類した上で約１２０の市町村を選定
し、基礎的な交通実態と住民の都市交通に関する意識調査（全国都市交通特性調査）を企画するとともに、実態調査等の実施計画を
作成し、計画にしたがって適切な管理を行いつつ調査を実施するものである。
　調査成果である都市規模別の平休日の交通手段分担率や、１人１日あたりの移動距離、移動目的、移動時間、トリップ数などは、
高齢社会に対応した都市交通政策など、今後の都市交通政策の検討や、社会資本整備審議会等の審議会の基礎的な資料等として活用
される非常に重要なデータである。そのため、都市における交通実態を十分に把握することができるように適切な調査企画を行うと
ともに、精度の高い実態調査を実施する必要がある。よって、本調査を実施するにあたっては、都市交通の現状と課題、これに対処
するための交通政策・交通計画のあり方や、パーソントリップ調査などの都市交通実態調査について、極めて高度で専門的な知識、
技術、経験を有していることが必要となる。
　財団法人計量計画研究所は、わが国及び諸外国の政治、経済、社会事象の数量的な調査研究を行い、わが国諸官庁をはじめ諸企業
の合理的政策決定及び科学的計画に関する知識普及に寄与することを事業目的として設立された財団法人であり、特に都市交通計画
に関する調査を行うための十分な調査・検討体制が整っている。また、これまでに、東京都市圏や地方都市圏（仙台、宇都宮、西
遠、沖縄、日立など）のパーソントリップ調査をはじめ、都市交通計画、都市交通調査に関するさまざまな調査を数多く受託し、そ
れぞれ優れた実績を上げるとともに、セミナーの開催、学会活動への貢献などを通じて、都市交通計画・調査の手法の高度化、普及
に寄与するなど、都市交通計画に関して、極めて高度で専門的な知識、技術、経験を有している。
　特に、本年度で４回目となる全国都市交通特性調査については、過去３回実施された全国都市交通特性調査の企画、実施を受注す
るとともに、第４回全国都市交通特性調査の企画検討業務として、平成１６年度に「総合都市交通体系調査の推進に関する検討調
査」を受注していることから、当該業務について熟知し、円滑に調査を実施することができる業者は、財団法人計量計画研究所をお
いて他にない。
　よって、本業務を円滑に遂行できるのは、財団法人計量計画研究所をおいて他にないことから、会計法第29条の３第4項及び予決令
第１０２条の４第3号に基づき、財団法人計量計画研究所と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募の手
続きを導
入

625 （財）計量計画研究所
総合都市交通体系調査等推進方策検討
調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月2日 73,000,000

本調査は、都市交通の実態を把握・分析するパーソントリップ調査を中心とした総合都市交通体系調査について、パーソントリップ
調査の結果を活用し、都市交通の新たな課題である容積率とインフラ負荷との関係や、中心市街地の活性化に向けた分析等を行うと
とともに、総合都市交通体系調査をより適切に行うための技術的知識の普及・啓発を目的とし、実務者向けの手引きの見直しを検討
するものである。
　そのため、本調査の実施にあたっては、パーソントリップ調査に関する極めて高度な知識や技術、経験、豊富なデータの蓄積が必
要になるとともに、新たな都市交通の課題に対応するために、さまざまな交通計画に関しても、幅広くかつ高度な知識や技術などが
必要となる。
　財団法人計量計画研究所は、我が国及び諸外国の政治、経済、社会事象の数量的な調査研究を行い、我が国諸官庁をはじめ諸企業
の合理的政策決定及び科学的計画に関する知識普及に寄与することを事業目的として設立された財団法人であり、特に都市交通計画
に関する調査を行うための十分な調査・検討体制が整っている。
　また、これまでに、都市交通計画に関するさまざまな調査を数多く受託するとともに、優れた実績を上げており、都市交通計画や
都市施設計画全般について豊富な知識と経験を有している。
　特に、パーソントリップ調査については、 大の都市圏規模である東京都市圏において、昭和４３年の第１回調査より長年にわ
たって携わってきていることから、本調査を実施するにあたって必要となるパーソントリップ調査に関する極めて高度な知識や技
術、経験、豊富なデータを有している。
　さらに、これら極めて高度な知識や経験、豊富なデータを活かし、平成１６年度からは総合都市交通体系調査に関する地方公共団
体等の実務者向けの技術講習会として「総合都市交通計画研修」を開催しているところである。
　よって、本業務を円滑に遂行できるのは、財団法人計量計画研究所をおいて他にはないことから、会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３号に基づき、財団法人計量計画研究所と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

626 （財）都市計画協会
都市計画ＧＩＳデータの管理等に関す
る検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月2日 5,200,000

本調査は、都市計画ＧＩＳデータを整備、管理、更新をする際に必要となる位置情報の取り扱い等について検討を行うものである。
そのため、本調査の実施にあたっては、都市計画全般にわたる理解や実務面での課題等、現場に即した広範かつ高度な技術、経験及
び知識が必要とされる。さらに、地方公共団体の都市計画分野におけるＧＩＳ導入に関するニーズや課題を把握した上で、導入に向
けた基本計画等を企画立案できる高度な技術、経験及び知識が必要となる。
　さらに、当該ガイドラインで十分にとりまとめることができなかった事項について、再度整理し、その対応方針等について検討を
行うことから、ガイドラインおよび作成時の検討内容等についても熟知している必要がある。
　財団法人都市計画協会は、都市計画の基本施策の研究、都市計画に関する知識の普及、都市計画及び都市計画事業の発展を図るこ
と等を目的として設立された財団法人であり、都市計画ＧＩＳを含めた都市計画に関する制度について、現場に即した広範かつ高度
な技術、経験および知識を有している。また、ガイドライン作成のための過年度調査も受託しており、ガイドラインについて十分に
熟知しているところである。
　よって、本業務を円滑に遂行できるのは、財団法人都市計画協会をおいて他にないことから、本調査については、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、財団法人都市計画協会と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

627 （社）日本交通計画協会
地域活性化のための都市交通計画に関
する検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月7日 13,000,000

本業務は、地域活性化及び都市内公共交通の整備推進に関して、都市交通計画の立場から、中心市街地活性化のための交通結節点の
在り方及び地方都市におけるバス交通の現状と在り方を検討するものである。
　本業務の実施にあたっては、都市交通行政全般にわたる知識はもとより、交通結節点整備や都市内公共交通に係る広範かつ高度な
技術、経験及び知識が必要とされる。
　社団法人日本交通計画協会は、輸送革新に対応して合理的、効率的な総合交通体系の整備を図るため，道路，鉄道，軌道，港湾，
空港等の交通計画の有機的一体化及び幹線交通網に関連する諸施設の整備計画の一体化を推進することを目的として設立された社団
法人である。昭和３２年の設立以来、国を始め関係諸団体との連携のもと都市交通に関する様々な調査研究を行い、これら研究成果
等の広報による啓蒙活動並びに国、地方公共団体等関係者の情報交換の場となるべく諸般の活動を行っており、都市交通行政全般に
精通している。特に当財団は、駅前広場計画指針の策定を手がけており、交通結節点に係る高度な技術、経験及び知識を有している
とともに、都市内公共交通に関しては、公共交通機関利用促進調査など公共交通に関する様々な受託研究を行っており、多くのノウ
ハウと知見を有している。
　よって、本調査を行う上で必要となる都市交通行政全般にわたる豊富な知識と、交通結節点整備や都市内公共交通に係る高度な技
術・経験及び知識を有する者は社団法人日本交通計画協会をおいて他にない。
　したがって、本調査については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、社団法人日本交通計画協
会と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）
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628
（財）住宅都市工学研究
所

一般住宅地等における誘導型景観地区
策定手法に関する検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月21日 4,500,000

景観法制定に伴い創設された景観地区制度は、一般の市街地の建築物・工作物の形態意匠について、初めて本格的な規制・誘導を行
う制度であるとともに、その担保手法として、建築確認制度とは別に、周辺との調和の観点を踏まえた認定制度を設けたという点
で、新たな行政分野に踏み込んだ制度である。このため、今後の制度運用の観点を踏まえつつ、景観地区の策定のあり方について、
検討を進める必要がある。
本調査においては、このような視点に基づき、ニーズが高く汎用性も高いことが想定され、緊急の検討が必要である主に一般の住宅
地等において良好な景観形成を誘導していくタイプの景観地区の指定が想定される都市をモデルスタディ地区として選定し、景観地
区を前提とした課題整理等を行い、当該モデルスタディ地区の形態意匠制限のあり方の検討や合意形成手法の検討を通じながら、景
観地区の策定手法についての検討を行うことを目的とする。
財団法人住宅都市工学研究所は、我が国の経済・社会の国際化、情報化及び技術の高度化並びに長寿社会の進展にふさわしい生活づ
くり、住まいづくり、まちづくりを進めるため、新たな視点からの住宅都市づくり技術の調査研究等を行うことを目的として設立さ
れた公益法人であり、これまで「一般住宅地等における誘導型景観地区の形態意匠等制限のあり方検討調査」（委託者国土交通省、
平成16年）、「住環境整備促進のための住環境の参考指標の提供・普及方策検討調査」（委託者国土交通省、平成１５年）、「環境
共生に配慮した都市再生に関する検討調査」（都市基盤整備公団、平成１４年）、「一体的計画的まちづくりのための定期借地権の
活用に関する調査」（土地総合研究所、平成１１年）など住環境をメインにしたまちづくりに関する調査の豊富な実績を有するほ
か、水戸市・枕崎市・東海村・三島市・会津坂下町・藤枝市等の住宅マスタープラン策定を数多く実施する等、様々な地域やまちづ
くり団体との連携、協力の下で色々な取組を行っている団体である。
また、この分野に精通した人材を有し、本調査を実施するのに十分な経験があるとともに、調査遂行にあたっては、 新の情報が入
手可能であるだけでなく、効率的かつ円滑な調査の実施が可能であり、このような事業内容をもつ法人は他に存在しない。
以上の理由により、本調査については、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号に基づき、財団法人住宅都市工学研究所と
随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

629 （財）都市計画協会

「大学コンソーシアムあきた」と「秋
田市」との連携によるまちづくり方策
調査　～美しいまちづくりに向けた学
官の協働体制の構築～

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月20日 6,209,000

　本業務では、秋田県内１３大学等の連携組織である「大学コンソーシアムあきた」と「秋田市」をモデルケースとし、「美しいま
ちづくり」をテーマとした公開講座、シンポジウム、ワークショップの開催、学官連携による調査研究などを実施し、「コンソーシ
アムあきた」と「秋田市」との学官連携の可能性と課題を明らかにすると共に、学官連携によるまちづくり方策を検討し、市政にお
ける学官の協働体制を構築することを目的としている。　本業務の実施に当たっては、まちづくりの現場に即した広範かつ高度な技
術、経験及び知識に加え、都市計画制度全般にわたる理解が必要とされる｡
　財団法人都市計画協会は、都市計画の基本政策を研究し、都市計画に関する知識の普及並びに都市計画事業の発展を図り、公共の
福祉の増進に寄与することを目的として設立された財団法人である。昭和２１年の設立以来、国を始め関係諸団体との連携のもと都
市計画に関する調査研究を行い、これら研究成果等の広報による普及啓発活動並びに、国や地方公共団体等の関係者の情報交換の場
となるべく諸般の活動を行っており、都市計画行政全般に精通している｡また、同法人は、まちづくりに関する相談業務や 新事例の
情報収集も行っており、これまでにも都市再生モデル調査として「産学官民地域プラットフォームの構築による足立区再生プロジェ
クト調査」（委託者国土交通省、平成１５年度）など学官連携を活かしたまちづくりに関する調査を行い、十分な成果を挙げている｡
　本業務を行う上では、上記のような高度な技術や知識が不可欠であることから、契約相手として、財団法人都市計画協会をおいて
他にはない。
　以上の理由により、本調査については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、財団法人都市計画
協会と随意契約を行うものである。
　なお、本調査は、都市再生本部（平成１６年４月１３日会合）で全国の都市再生の幅広い展開に資するために実施することが決定
された「全国都市再生モデル調査」において、数多くの提案の中から、先導的な都市再生活動の一つとして選定されたことを受け実
施するものである。
　本調査は、都市再生本部事務局が行った「モデル調査」の調査対象の募集に応募し、所定の手続きに沿った厳正な選考の結果、調
査内容が「モデル調査」の趣旨と合致していること等総合的見地から、調査対象が選定されたものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

630 （財）都市計画協会
良好な景観形成のための景観計画策定
手法に関する検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月8日 6,000,000

景観計画制度は、景観行政団体が良好な景観の形成を図るため、その区域や良好な景観の形成に関する基本的な方針、行為の制限に
関する事項等を定める計画として、景観法制定に伴い創設された制度である。景観計画の策定手法については、今後の制度運用の観
点からの詳細な検討を進める必要がある。今後、地域の特性や課題に応じた良好な景観形成を行うため、景観計画区域における行為
制限、景観重要建造物・樹木、景観重要公共施設等の制度を効果的に活用することが重要となる。
　そのため、本調査においては、このような視点に基づき、景観法に基づく各種制度を用いることができる景観要素の豊富な都市を
モデルスタディ地区として選定し、景観計画策定にあたっての課題整理・地域区分等を行い、当該モデルスタディ地区の景観形成の
方向性や、具体的施策の検討を通じながら、景観計画の策定手法についての詳細な検討を行うことを目的とする。
　景観計画は土地利用制限の観点から、都市計画制度との関係を考慮する必要があり、本業務の実施に当たっては、都市計画制度全
般にわたる理解や実務面での課題等、まちづくりの現場に即した広範かつ高度な技術、経験及び知識が必要とされる｡
　財団法人都市計画協会は、都市計画の基本政策を研究し、都市計画に関する知識の普及並びに都市計画事業の発展を図り、公共の
福祉の増進に寄与することを目的として設立された財団法人である。昭和２１年の設立以来、国を始め関係諸団体との連携のもと都
市計画に関する調査研究を行い、これら研究成果等の広報による普及啓発活動並びに、国や地方公共団体等の関係者の情報交換の場
となるべく諸般の活動を行っており、都市計画行政全般に精通している｡また、財団法人都市計画協会は、これまで「都市計画の提案
制度を有効に活用するための支援措置の調査検討」（委託者国土交通省、平成１５年）、「市街化区域内の空閑地を活かした地域コ
ミュニティー活性化調査」（委託者国土交通省、平成１６年）などまちづくりに係る各種業務等を通じた豊かな経験やノウハウがあ
り、さらに、まちづくりに関する相談業務や 新事例の情報収集も行い十分な成果も挙げている｡
　本業務を行う上では、上記のような高度な技術や知識が不可欠であることから、契約相手として、財団法人都市計画協会をおいて
他にはない。
　以上の理由により、本調査については、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号に基づき、財団法人都市計画協会と随意
契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）
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631
（財）都市づくりパブ
リックデザインセンター

世界遺産の玄関口となる魅惑都市小笠
原の創出

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月15日 6,209,000

現在、国においては一丸となって観光立国の実現に取り組んでいるところであり、平成１５年７月に策定した「観光立国行動計画
（観光立国関係閣僚会議）」において「一地域一観光」に磨きをかける良好な景観の維持、向上、創造が求められている。また、国
土交通省においても、同じ平成１５年７月に「美しい国づくり政策大綱」を公表し、行政の方向を美しい国づくりに向けて大きく舵
を切ったところである。
　そこで、本調査では、世界自然遺産の国内候補地に選定され、来訪者の大幅な増加が見込まれる東京都小笠原村において、環境保
全対策や観光事業の活性化などの視点に加え、良好な街並み・景観の形成、適切な開発のあり方など、世界遺産区域だけでなく周辺
も含めたまちづくりの視点から、これからの小笠原にふさわしい都市づくり方策を検討する。これによって環境保全と観光都市づく
りの両立のモデルとなるべき知見を得ることを目的とする。
　財団法人都市づくりパブリックデザインセンターは、都市における公共空間のデザインに関する総合的な調査研究及び技術開発等
を行い、健康で文化的な都市環境の形成を図り、魅力ある都市の建設に努めることを目的として設立された法人であり、これまでに
も都市デザインに関する調査･研究や、講習会･研修会並びに図書の刊行などを広く手がけているなど、十分な調査検討能力を有する
組織である。また、本調査を提案している東京都が設置を予定している、都市づくりの観点から世界遺産に相応しい小笠原のあり方
を検討する「小笠原都市づくり推進会議（仮称）」の事務局の一部を担うこととなっている。
以上の背景と実績をふまえるとともに、都市再生本部にて選定されたモデル調査の提案における、イメージ、具体的な施策案、モデ
ルスタディ案等を検討し、本調査業務を実施するためには、委託先は財団法人都市づくりパブリックデザインセンターをおいて他に
はない。
　以上の理由により、本調査については、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号に基づき、財団法人都市づくりパブリッ
クデザインセンターと随意契約を行うものである。
　なお、本調査は、都市再生本部（本部長：内閣総理大臣）において決定された「全国都市再生のための緊急措置～稚内から石垣ま
で～」（平成14年４月８日）の一環として、平成１７年度内に全国各地で展開される「先導的な都市再生活動」を、国が「全国都市
再生モデル調査」として支援するため、対象となる都市再生活動の提案を募集し、数多くの提案の中から、所定の手続きに沿った厳
正な選考の結果、先導的な都市再生活動の一つとして選定されたことを受け実施するものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

632
（財）都市づくりパブ
リックデザインセンター

地域のシンボルとなる景観資源との調
和に配慮した周辺景観整備方策検討調
査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月2日 9,641,000

本業務は、地域における景観上のシンボルとなっている景観資源の周辺で事業を行う際の事業のあり方について検討し、周辺景観整
備を推進する方策を検討することを目的とするものであり、本業務の実施に当たっては、景観資源のデザインに対する深い造詣や専
門性が必要であり、都市景観の現状を熟知するとともに、都市デザインや景観形成施策に係る専門知識、経験等を有していることが
必要不可欠である。
　財団法人都市づくりパブリックデザインセンターは、都市における公共空間のデザインに関する総合的な調査研究及び技術開発な
どを行い、健康で文化的な都市環境の形成を図り、魅力ある都市の建設に努めることを目的として設立された法人であり、これまで
にも都市デザインに関する調査･研究や、講習会･研修会並びに図書の刊行などを広く手がけ、公共団体等に対する啓発を行ってきて
いる。また、同法人内には「都市景観の日」実行委員会の事務局が置かれているなど、都市景観に関する広範な知識と景観施策に関
する高度な技術力と経験を蓄積している。
　本業務を行う上では、上記のような豊富な経験と幅広い知識を有することが必要であり、契約相手方として財団法人都市づくりパ
ブリックデザインセンターをおいて他にはない。
　したがって、本調査については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、財団法人都市づくりパブ
リックデザインセンターと随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

633
（財）都市づくりパブ
リックデザインセンター

景観形成による経済波及効果を含めた
価値計測及び事業反映手法検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月16日 14,869,000

本業務は、良好な景観形成による経済波及効果を網羅的かつ定量的に計測する手法や、非金銭的な価値を客観的に計測する手法が確
立されていないことから、具体事例の収集・分析等を行い、良好な景観形成による経済波及効果の定量化手法や費用対効果（Ｂ／
Ｃ）分析手法をはじめとする景観価値の計測手法及びそれを踏まえた事業反映手法を検討することを目的としている。本業務の実施
に当たっては、景観施策に関する高度な技術力や専門知識、経験等を有していることが必要不可欠である。
　財団法人都市づくりパブリックデザインセンターは、都市における公共空間のデザインに関する総合的な調査研究及び技術開発な
どを行い、健康で文化的な都市環境の形成を図り、魅力ある都市の建設に勤めることを目的として設立された法人であり、これまで
「平成１６年度　美しい国づくり実現に向けた景観に関する評価手法検討調査」（委託者国土交通省、平成１６年度）、「景観情報
技術の活用方策検討調査」（同）、「幹線道路における屋外広告物ガイドライン作成業務」（委託者愛知県豊田市、平成１５年度）
など都市デザインに関する調査･研究の豊富な実績を有するほか、講習会･研修会並びに図書の刊行などを広く手がけ、公共団体等に
対する啓発を行ってきている。さらに、同法人内には「都市景観の日」実行委員会の事務局が置かれているなど、都市景観に関する
広範な知識と景観施策に関する高度な技術力と経験を蓄積している。
　本業務を行う上で、上記のような豊富な経験と幅広い知識を有することが必要であり、契約相手方として財団法人都市づくりパブ
リックデザインセンターをおいて他にはない。
　したがって、本調査については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、財団法人都市づくりパブ
リックデザインセンターと随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

634
（財）都市づくりパブ
リックデザインセンター

総合的な景観形成のためのコラボレー
ション手法検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月5日 16,136,000

国土交通省においては、平成15年７月に公表した「美しい国づくり政策大綱」に基づき、事業担当者が事業執行の各段階で活用する
ものとして、分野ごとの景観形成ガイドラインの策定を進めている。しかし、地域の景観は、道路、河川、公園等の公共施設や民間
の建築物など様々な構造物とその背景となる自然によるトータルデザインとして構成されるものであり、関連する事業が各々のガイ
ドラインを踏まえつつ、有機的に連携することが重要となる。
　こうした点を踏まえ、景観法では、景観計画に景観重要公共施設を位置づけることにより、景観計画と調和して各種公共施設の整
備が行われ、総合的な景観形成に資することが期待されている。
　しかし、景観行政団体、公共施設管理者に加え専門家等を含めたコラボレーション手法等について具体的に示されたものはなく、
今後、景観計画の策定や景観重要公共施設の位置づけが急増することが見込まれる中で、景観行政団体と公共施設管理者、さらには
専門家や住民も含めた多様な主体が、自らの役割を認識し、連携するための指針づくりが不可欠である。
　本調査は、景観行政団体、公共施設管理者、都市計画家、建築家等の各種関係者、専門家や地域住民によるコラボレーション手法
を検討したマニュアルをとりまとめ、関係者に提供することにより、多様な主体のコラボレーションによる総合的な景観形成の推進
に資することを目的とするものである。
　財団法人都市づくりパブリックデザインセンターは、都市における公共空間のデザインに関する総合的な調査研究及び技術開発等
を行い、健康で文化的な都市環境の形成を図り、魅力ある都市の建設に努めることを目的として設立された法人であり、これまでに
も「宮崎県日向市駅周辺整備」など、本調査が目的とするような取組の調査・設計業務に携わり、都市デザインに関する調査･研究
や、講習会･研修会並びに図書の刊行などを広く手がけているなど、十分な調査検討能力を有する組織である。
　このような背景と実績をふまえると、公共施設の管理者や建造物等の所有者、住民と専門家などの関係者が協力し合い、公共施設
と周囲の自然や建造物などとのトータルデザインを構想し実施する上での課題や手法等を検討し取りまとめる本調査業務を適切に実
施するためには、委託先は財団法人都市づくりパブリックデザインセンターをおいて他にはない。
　以上の理由により、本調査については、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号に基づき、財団法人都市づくりパブリッ
クデザインセンターと随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

635
（社）地域社会計画セン
ター

生産緑地地区制度の運用等に関する調
査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月17日 3,500,000

生産緑地地区制度は、市街化区域内における農地等の公害又は災害防止、公共施設用地等の機能に着目し、農地等を計画的に保全す
ることで良好な都市環境の形成を図るものである。現行制度については、平成３年に生産緑地法を改正し、平成４年度中に生産緑地
地区の指定が行われて以来約十数年が経過したところである。
　本業務は、三大都市圏特定市を対象として、生産緑地地区制度の運用等に関する調査を行うことにより、特定市における取り組
み・課題を把握し、制度のより一層の活用を図るとともに、良好な都市環境の形成を推進するものであり、本業務の実施にあたって
は、市街化区域内農地の現状を熟知するとともに、農林漁業と調和した良好な都市環境の保全方策に係る専門知識、経験等を有して
いることが必要不可欠である。
　社団法人地域社会計画センターは、「農業と農村のもつ機能の総合的な評価と位置付けのもとに、地域社会の建設に関する調査研
究、相談、指導等を行うことにより、農業の振興、都市地域における良好な環境の住区の建設・整備等を図り、もって国民生活の安
定向上と社会公共の福祉の増進に寄与すること」を目的に設立された法人である。これまでに、農村整備・農業振興、農住まちづく
り及び都市農地活用に関する調査研究やコンサルタント業務を行うなど、農林漁業と調和した良好な都市環境の保全のためのまちづ
くりに係る高度な技術力と経験を蓄積している。
　また、社団法人地域社会計画センターは、これまで「都市近郊の田園地域の保全に関する方策検討調査」（委託者国土交通省、平
成１６年）など農林漁業と調和した良好な都市環境の保全のためのまちづくりに係る業務等を通じた豊かな経験やノウハウがあり、
相談業務や 新事例の情報収集も行っており十分な成果も挙げている｡
　本業務を行う上で、上記のような豊富な経験と幅広い知識を有することが必要であり、契約相手方として社団法人地域社会計画セ
ンターをおいて他にない。
　したがって、本調査については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、社団法人地域社会計画セ
ンターと随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から一般競争入札等
に移行）

636
（財）都市づくりパブ
リックデザインセンター

地域資源を活用した市街地整備方策検
討調査（斜里町他３地域）

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月15日 25,336,400

本調査は、「稚内から石垣まで」全国の都市再生の幅広い展開に資するため実施する「全国都市再生モデル調査」として大阪市が提
案し、平成１７年６月２４日に内閣官房都市再生本部において、地域が「自ら考え自ら行動する」自由な発想と創意工夫に基づく先
導的な都市再生活動として選定された調査である。調査の内容は、地域に存する独自の自然環境や歴史的、文化的資源の有効活用に
よる地域活性化を図るため、独自の魅力ある市街地整備方策を検討するものである。したがって、本調査の遂行にあたっては、地域
の事情に応じた市街地整備方策について熟知するとともに、特に自然環境や景観等を活用したまちづくりによる地域活性化に関する
ノウハウが必要となる。財団法人都市づくりパブリックデザインセンターは、まちづくりに対する国、地方公共団体の技術・ノウハ
ウに、民間のノウハウを結合し、都市のデザインについて学際的な調査研究及び技術開発を総合的、複合的に行い、うるおいと魅力
溢れる都市空間を創造することに寄与することを目的として設立された法人であり、まちづくりに係る技術・ノウハウ、都市デザイ
ン等について幅広い知見を有している。また、同法人は、高質な公共空間形成を目的とする「ふるさとの顔づくりモデル土地区画整
理事業」のための調査や「土地区画整理事業における景観評価に関する検討調査」の他、「中心市街地活性化基本計画」策定のため
の調査等を地方公共団体等から受託してきた実績があるなど、地域のニーズや課題を把握するノウハウに加え、本業務を行う上で必
要となる景観等の地域資源を活用したまちづくりによる地域活性化のためのノウハウを熟知しており、本調査を遂行する上で必要か
つ十分な調査・研究能力を有する唯一の法人である。以上より、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき、財団法人都市づくりパブリックデザインセンターと随意契約を行うものである。 なお「全国都市再生モデル
調査」では、「原則として提案団体である地方公共団体等が受託するもの」とされているものの、本調査の提案団体である地方公共
団体等より、自ら受託する場合に予算執行上必要な手続き（委託費の受け入れ、執行体制等）が困難であるとの意向を受けているた
め、本調査については提案団体以外で調査遂行能力を有する委託先を選定している。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

637 （財）区画整理促進機構
面整備と連携した賑わい再生方策検討
調査（足利市他２地域）

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月15日 18,626,200

本調査は、「稚内から石垣まで」全国の都市再生の幅広い展開に資するため実施する「全国都市再生モデル調査」として大阪市が提
案し、平成１７年６月２４日に内閣官房都市再生本部において、地域が「自ら考え自ら行動する」自由な発想と創意工夫に基づく先
導的な都市再生活動として選定された調査である。調査の内容は、衰退する中心市街地における低未利用土地や空き店舗等の有効活
用の方策や民間による新たな投資を呼び込むことによるまちの賑わい再生を目指して、住民等の参画を得ながら地域の個別の事情に
対応した土地区画整理事業等の面的整備手法を検討するものである。したがって、本調査の遂行にあたっては、中心市街地等の既成
市街地における市街地整備手法を熟知し、十分な調査・研究能力を有することが必要となる。（財）区画整理促進機構は、土地区画
整理事業の一層の促進を図るため、事業の円滑な着手の支援、事業地区に係る宅地利用促進の支援等を行い、特に土地区画整理事業
に対する民間活力の導入促進に寄与することを目的として設立された法人であり、民間活力を導入した土地区画整理事業の事業展開
に関する豊富な知識、情報の把握・分析能力を有している。また、中心市街地等既成市街地の再生・再構築に活用されている事業等
の推進方策、事業手法等について、十分な情報と知見等を持ち、事情に精通している。さらには、主に既成市街地における事業手法
である敷地整序型土地区画整理事業や高度利用推進区制度について、実用化にあたってのマニュアルをそれぞれ作成し、制度の普及
活動にも取り組んでおり、本調査を遂行する上で必要かつ十分な調査・研究能力を有する唯一の法人である。以上より、本業務にお
いては、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、（財）区画整理促進機構と随意契約を行うものであ
る。なお「全国都市再生モデル調査」では、「原則として提案団体である地方公共団体等が受託するもの」とされているものの、本
調査の提案団体である地方公共団体等より、自ら受託する場合の予算執行上必要な手続き（委託費の受け入れ、執行体制等）が困難
であるとの意向を受けているため、本調査については提案団体以外で調査遂行能力を有する委託先を選定している。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

638 （財）区画整理促進機構
面整備と連携した賑わい再生方策検討
調査（倉敷市他２地域）

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月15日 18,626,200

本調査は、「稚内から石垣まで」全国の都市再生の幅広い展開に資するため実施する「全国都市再生モデル調査」として大阪市が提
案し、平成１７年６月２４日に内閣官房都市再生本部において、地域が「自ら考え自ら行動する」自由な発想と創意工夫に基づく先
導的な都市再生活動として選定された調査である。調査の内容は、衰退する中心市街地における低未利用土地や空き店舗等の有効活
用の方策や民間による新たな投資を呼び込むことによるまちの賑わい再生を目指して、住民等の参画を得ながら地域の個別の事情に
対応した土地区画整理事業等の面的整備手法を検討するものである。したがって、本調査の遂行にあたっては、中心市街地等の既成
市街地における市街地整備手法を熟知し、十分な調査・研究能力を有することが必要となる。（財）区画整理促進機構は、土地区画
整理事業の一層の促進を図るため、事業の円滑な着手の支援、事業地区に係る宅地利用促進の支援等を行い、特に土地区画整理事業
に対する民間活力の導入促進に寄与することを目的として設立された法人であり、民間活力を導入した土地区画整理事業の事業展開
に関する豊富な知識、情報の把握・分析能力を有している。また、中心市街地等既成市街地の再生・再構築に活用されている事業等
の推進方策、事業手法等について、十分な情報と知見等を持ち、事情に精通している。さらには、主に既成市街地における事業手法
である敷地整序型土地区画整理事業や高度利用推進区制度について、実用化にあたってのマニュアルをそれぞれ作成し、制度の普及
活動にも取り組んでおり、本調査を遂行する上で必要かつ十分な調査・研究能力を有する唯一の法人である。以上より、本業務にお
いては、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、（財）区画整理促進機構と随意契約を行うものであ
る。なお「全国都市再生モデル調査」では、「原則として提案団体である地方公共団体等が受託するもの」とされているものの、本
調査の提案団体である地方公共団体等より、自ら受託する場合の予算執行上必要な手続き（委託費の受け入れ、執行体制等）が困難
であるとの意向を受けているため、本調査については提案団体以外で調査遂行能力を有する委託先を選定している。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

639
（社）全国市街地再開発
協会

中心市街地の活力維持に資する市街地
整備方策検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月16日 19,846,000

本調査は、再開発ビルの再生によって、地方都市等の中心市街地の活性化を図るため、事例収集、課題の抽出等を行い、再開発ビル
再生の方策を検討するものである。このため、本調査の実施に当たっては、市街地再開発事業に係る法律・税制・助成制度等に関す
る専門的な知識及び再開発ビルの管理運営等に関する豊富なノウハウはもとより、中心市街地の活性化に関する幅広い知識が必要と
なる。(社)全国市街地再開発協会は、市街地の再開発に関する総合的な調査研究及び事業の推進を図ることを目的として設立された
法人であるとともに、これまでも「権利者法人による再開発ビルの管理運営に関する調査」（平成15年度）といった再開発ビルの管
理運営に関する調査研究実績を有している。さらに、「既存ストックを活用した市街地活性化の方策に関する調査研究」（平成15年
度）、「市街地再開発による都市中心部再生支援の新たなスキーム検討調査研究」（平成15年度）の調査を実施する等本調査に必要
な再開発手法による中心市街地の活性化に関する知識・ノウハウを蓄積している。よって、このような人材・経験を有し、市街地再
開発事業に関する諸データの蓄積、見識さらには研究体制を持つ唯一の団体である同協会と随意契約を行うものである。（会計法第
29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

640
（社）全国市街地再開発
協会

再開発手法による民間主体のまちなか
再生方策検討調査（寝屋川市他２市）

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月20日 18,627,000

本調査は、都市再生本部が応募提案を募った「全国都市再生モデル調査」において採用された案件のうち、再開発手法による民間主
体のまちなか再生方策に関する調査を実施するものであり、調査実施にあたっては、市街地再開発事業の制度を熟知していることは
もとより、地方の抱える多種多様な課題やまちづくりに関する知識・ノウハウが必要となる。(社)全国市街地再開発協会は、市街地
の再開発に関する総合的な調査研究等を行うことを目的として設立された法人であり、これまでも再開発手法による街の再生に関す
る調査研究を数多く実施している。中でも、「身の丈にあった継続的なまちづくり推進のための検討調査」（平成16年度）において
は、地元商店街の活性化方策について、「市民・住民による、中心市街地の使い方や運用等の実地検証」（平成15年度）において
は、市民参加による地域の活性化方策について調査研究を行っており、周辺商店街と再開発ビルが連携する仕組みや周辺住民の主体
的な参画による活性化方策に関する調査を実施するにあたっての十分な知識と経験を有している。また、同協会は、263の地方自治体
会員をかかえており（平成17年7月20日現在）、行政による地元商店街への支援方策等について 新の情報を有している。よって、こ
のような人材・経験を有し、都市再開発に関する蓄積されたデータ、見識さらには研究体制を持つ唯一の団体である同協会と会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき、随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

641
（社）再開発コーディ
ネーター協会

再開発手法による民間主体のまちなか
再生方策検討調査（岡山市他１市）

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月20日 12,418,000

本調査は、都市再生本部が応募提案を募った「全国都市再生モデル調査」において採用された案件のうち、再開発手法による民間主
体のまちなか再生方策に関する調査を実施するものであり、調査実施にあたっては、市街地再開発事業の制度を熟知していることは
もとより、地方の抱える多種多様な課題やまちづくりに関する知識・ノウハウが必要となる。(社)再開発コーディネーター協会は、
市街地の再開発の円滑かつ広範な促進のための再開発コーディネーター業務の健全な発展及び､再開発技術向上のための調査研究等を
行うことを目的として設立された法人であり､これまでも、再開発手法による街の再生に関する調査研究を数多く実施している。中で
も、「まちなか居住・市街地再開発事業等における中心市街地活性化に関する調査」（平成15年度）においては、市街地再開発事業
と周辺市街地の一体となった活性化の方策について、「市街地再開発事業における目標、まちなか居住に係る目標及び地方都市にお
ける市街地再開発事業の手法に関する調査」（平成15年度）においては、既存ストック活用型再開発に関する調査研究を行ってお
り、市街地再開発事業と周辺の既存ストックの有効活用や、再開発ビルと周辺市街地とが一体となるネットワーク化等に関する調査
を実施するにあたっての十分な知識と経験を有している。また、同協会は、839の会員（再開発コーディネーターである個人640、再
開発コーディネーター業務を行う法人207）をかかえており（平成17年3月31日現在）、再開発手法によるまちなか再生のコーディ
ネート業務について、豊富な知識を有する。よって、このような人材・経験を有し、都市再開発に関する蓄積されたデータ、見識さ
らには研究体制を持つ唯一の団体である同協会と会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき、
随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

642
（社）全国市街地再開発
協会

市街地再開発事業に対する民間参画の
円滑化方策に係る基礎的調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月28日 2,600,000

本調査は、市街地再開発事業における多様な民間参画制度の効率的・効果的な活用にあたっての課題を整理し、市街地再開発事業へ
の民間参画促進の円滑な実施のために必要となる基礎的事項の整理検討を行うことにより、市街地再開発事業による街路整備の円滑
化を図るものである。このため、本調査の実施にあたっては、市街地再開発事業における民間参画に係る法律制度等に関する専門的
な知識はもとより、近年の不動産開発における関係主体間のリスク分担等に関する豊富なノウハウが必要となる。(社)全国市街地再
開発協会は、市街地の再開発に関する総合的な調査研究及び事業の推進を図ることを目的として設立された法人であり、これまでも
「市街地再開発事業の参画者リスクに関する調査」（平成14年度）、「ＰＦＩを活用した市街地再開発事業の実施に関する調査」
（同）といった、市街地再開発事業における民間参画の推進に関する調査研究を数多く実施している。また、同協会は、平成8年よ
り、民間事業者のノウハウ、組織力、資金力を市街地再開発事業に活用するため創設された「業務代行制度」の普及、相談、施行者
等からの申し出による業務代行者の選定支援業務を行っており、市街地再開発事業における民間参画に関する豊富なデータを蓄積し
ているとともに、これに精通した人材を有している。このような人材・経験を有し、市街地再開発事業に関する諸データの蓄積、見
識さらには研究体制を持つ唯一の団体である同協会と会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令　第１０２条の４第３号に基
づき、随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

643
（社）全国市街地再開発
協会

景観形成による経済波及効果を含めた
価値計測及び事業反映手法検討調査
（市街地再開発事業）

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月30日 10,249,000

本調査は、市街地再開発事業における景観価値の計測手法を検討したうえで、当該計測手法を用いた資金調達円滑化方策及び民間参
画促進方策について検討し、良好な景観形成のために行う市街地再開発事業の推進を図るものである。このため、本調査の実施にあ
たっては、市街地再開発事業における効果計測手法に関する豊富な知識・ノウハウはもとより、市街地再開発事業における良好な景
観形成に関する幅広い見識が必要となる。(社)全国市街地再開発協会は、市街地の再開発に関する総合的な調査研究及び事業の推進
を図ることを目的として設立された法人であり、これまでも、「『市街地再開発事業の費用便益分析マニュアル案』の構成変更等に
関する調査」（平成13年度）、「市街地再開発事業における総合評価手法検討調査」（平成15年度）といった、市街地再開発事業に
おける費用便益分析等の効果計測に関する調査研究を数多く実施している。また、同協会は、全国の地方公共団体から数多くの市街
地再開発事業における費用便益分析（Ｂ／Ｃ）に関する業務を受託しており、市街地再開発事業における効果計測手法に関する豊富
なデータを蓄積しているとともに、これに精通した人材を有している。このような人材・経験を有し、市街地再開発事業に関する諸
データの蓄積、見識さらには研究体制を持つ唯一の団体である同協会と随意契約を行うものである。（会計法第29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

644
（財）都市づくりパブ
リックデザインセンター

土地区画整理事業による景観形成が市
街地に及ぼす価値計測及び景観価値の
形成・維持・増進のための方策検討調
査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月5日 10,249,000

本調査は、市街地における良好な景観の形成・維持・増進を目的として、土地区画整理事業地区の市街地における景観価値を計測し
効果的な事業・管理手法の検討を行う調査である。したがって、本調査の遂行にあたっては、土地区画整理事業、都市景観、景観評
価等に関する幅広い知見と、土地区画整理事業における景観評価及び事業・管理手法の検討を行うための高度な能力、見識が必要と
なる。財団法人都市づくりパブリックデザインセンターは、まちづくりに対する国、地方公共団体の技術・ノウハウに、民間のノウ
ハウを結合し、都市のデザインについて学際的な調査研究及び技術開発を総合的、複合的に行い、うるおいと魅力溢れる都市空間を
創造することに寄与することを目的として設立された法人であり、都市景観及び土地区画整理事業等によるまちづくりに係る技術・
ノウハウについて幅広い知見を有している。また、同法人は高質な公共空間形成を目的とする「ふるさとの顔づくりモデル土地区画
整理事業」のための調査を地方公共団体等から過去に受託してきており、景観形成・維持のための事業・管理手法についてもノウハ
ウを熟知し高い実績を有している。このようなことから、財団法人都市づくりパブリックデザインセンターは本調査を遂行する上で
必要かつ十分な調査・研究能力を有する唯一の法人であり、本契約の相手方としては同法人をおいて他にはいない。したがって、本
業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、財団法人都市づくりパブリックデザインセ
ンターと随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

645 （財）国土計画協会
土地区画整理事業データの分析手法に
関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月12日 5,000,000

本調査は、土地区画整理事業データの現状を調査し、データの整備・分析にあたっての課題・問題点を整理し、データの総合的な整
備・分析のあり方を検討することを目的としている。したがって、本調査の実施に当たっては、土地区画整理事業に関する高度な知
見と、土地区画整理事業データの総合的整備・分析に係る高度な能力、見識が必要となる。（財）国土計画協会は土地区画整理事業
等の都市計画事業に関する調査研究、知識、技術の向上を行うことを目的として設立された法人であり、土地区画整理事業に関する
豊富な知識及び分析能力を有しているとともに、土地区画整理事業データについても十分な情報と知見等に精通している。また、近
年も「土地区画整理事業データの効果的な活用方策に関する調査（平成１６年度）」、「土地区画整理事業データの高度化に関する
調査（平成１５年度）」等様々な角度から土地区画整理事業に関する調査研究を行っている。本協会はこうした能力及び実績を有す
る唯一の法人であり、本調査を遂行する上で必要かつ十分な調査・研究能力を有している者は本協会をおいて他にない。以上によ
り、本調査を遂行しうる唯一の団体である（財）国土計画協会と随意契約を行なうものである。（会計法第29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から一般競争入札等
に移行）

646
（社）街づくり区画整理
協会

密集市街地における土地区画整理事業
の推進方策の検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月8日 17,000,000

本調査は、密集市街地における土地区画整理事業の推進方策を検討することを目的として、密集市街地における土地区画整理事業の
現状を把握し、事業を実施する際の課題・問題点を整理し、各課題への具体的な解決方策を検討することとしている。したがって、
本調査の実施に当たっては、土地区画整理事業に関する幅広い知見と密集市街地における土地区画整理事業の推進方策を検討するた
めの高度な能力、見識が必要となる。社団法人街づくり区画整理協会は、土地区画整理事業の実施及び土地区画整理事業を活用した
まちづくりに関する調査・研究、知識・技術の普及・向上、啓発宣伝等のための諸事業を行い、区画整理によるまちづくりの推進を
図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的として設立された法人であり、土地区画整理事業に関する豊富な知識及び分析
能力を有しているとともに、密集市街地等の既成市街地における土地区画整理事業の推進方策、事業手法について、十分な情報と知
見等を有している唯一の法人であり、本調査を遂行する上で必要かつ十分な調査・研究能力を有している者は本協会において他にな
い。以上により、本調査を遂行しうる唯一の団体である社団法人街づくり区画整理協会と随意契約を行なうものである。（会計法第
29条の3第4項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

647
（社）日本地域冷暖房協
会

既成市街地における面的整備事業に係
るエネルギーの有効利用方策検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月8日 5,000,000

エネルギー需要密度の高い都市部では、エネルギー利用効率を高めることの効果が大きく、エネルギーの面的な利用やヒートアイラ
ンド対策等を実施し、都市環境の改善を図り、省ＣＯ２型の都市づくりを進めることが喫緊の課題となっている。省ＣＯ２型都市の
実現のためには、土地区画整理事業・市街地再開発事業など既成市街地で実施される面的整備事業に併せてこれらの対策を導入する
ことが効果的であり、特に、事業に併せてエネルギーの有効利用並びに排熱処理を行うためのネットワーク管路網の構築を進めるこ
とが重要である。また、面的整備事業と一体的に管路網が整備することにより、管路敷設に伴う路面掘り返しを減少することができ
るなど道路の維持管理においても大きなメリットがある。本調査では、面的整備事業に併せ、地域冷暖房・コージェネレーションな
ど都市内に点在する分散型エネルギーシステムや未利用エネルギーを管路網により連携し、エネルギーの面的な融通を促進すること
による、都市での一次エネルギー消費量・ＣＯ２排出量の削減並びに面的整備事業地区から発生する排熱処理を行うため手法及びそ
の効果について検討することを目的とするものであり、本調査の実施にあたっては、面的整備事業に併せたエネルギーの面的な利用
システム及び排熱処理等に係る専門的かつ幅広い知見が必要となる。(社)日本地域冷暖房協会は、地域冷暖房施設に関する調査研
究、知識、技術の向上を行なうことを目的として設立された法人であり、地域冷暖房施設の計画、整備に関する豊富な技術力、都市
開発及び面的整備事業に伴うエネルギー利用方策に関する情報把握及びこれらの情報の分析能力を有しているとともに、近年も「土
地有効利用事業における地域冷暖房導入の可能性検討調査（H10）」、「みなとみらい２１中央地区広域熱供給方策の検討調査業務
（H12）」、「低未利用地における都市再生事業の環境負荷低減方策（H14）」、「「京の西北地区」再生構想検討調査（H15）」、
「大手町地区都市再生事業における下水道を活用した都市排熱処理システム計画検討調査（H16）」等、様々な角度から面的整備事業
に併せたエネルギーの面的利用及び排熱処理方策に関する調査研究を行っている。本協会はこうした能力及び実績を有する唯一の法
人であり、本調査を遂行する上で必要かつ十分な調査・研究能力を有している者は本協会をおいて他にない。以上により、本調査を
遂行しうる唯一の団体である社団法人日本地域冷暖房協会と会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令　第１０２条の４第３
号に基づき随意契約を行なうものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

648
（社）全日本土地区画整
理士会

地域再生のための土地区画整理事業の
活用方策検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月8日 22,750,000

本調査は、観光等の地域資源及び土壌汚染等の地域の課題を適切に評価する地価評価手法や換地の合理化手法等の対応策を確立する
とともに、土地区画整理事業の実施にあわせた都市空間の総合的な整備方策を検討するものである。本調査の実施に当たっては、土
地区画整理事業における地域資源の価値及び地域の課題を的確に把握し、適切な換地設計手法策定の提案を行うための高度な能力、
見識が必要となる。本調査の委託先である（社）全日本土地区画整理士会は、土地区画整理事業に関する知識・技能の一層の向上と
活用を図ることによって、土地区画整理事業の推進を図ることを目的として設置された法人であり、土地区画整理事業に関する豊富
な知識、情報の把握・分析能力を有している。また、本法人は、土地区画整理事業の詳細な換地設計に精通している土地区画整理士
を組織的に活用し、調査を実施することが可能な唯一の法人である。このため、本調査を遂行する上で必要かつ十分な調査・研究能
力を有している者は本法人をおいて他にない。以上により、本調査を「会計法第２９条の３第４項」および「予算決算及び会計令第
102条の4第3号」に基づき、（社）全日本土地区画整理士会に対して随意契約により委託するものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

649
（社）街づくり区画整理
協会

中心市街地の活力維持に資する土地区
画整理事業の活用方策検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月8日 19,846,000

本調査は、土地区画整理事業の新しい資金調達・リスク軽減手法やまちづくりＳＰＶの活用方策等について検討を行い、地方都市等
の中心市街地活性化に資する市街地整備事業モデルの構築を行うものである。このため、本調査の実施に当たっては、土地区画整理
事業に係る法律・税制・助成制度等に関する専門的な知識及び中心市街地の活性化に関する幅広い知識・情報収集能力が必要とな
る。（社）街づくり区画整理協会は、土地区画整理事業の実施及び土地区画整理事業を活用したまちづくりに関する調査・研究、知
識・技術の普及・向上、啓発宣伝等を行うことを目的として設立された法人であり、土地区画整理事業に関する豊富な技術力、全国
で展開されている土地区画整理事業の実施状況に関する情報の把握及びこれらの情報の分析能力を有している。また、地方公共団体
が会員として参加しており、全国の市町村の中心市街地の状況、活用した支援制度等、地方公共団体のみが調査可能である情報の収
集能力を有している。このため、本調査を遂行する上で必要かつ十分な調査・研究能力を有している者は本法人をおいて他にない。
以上により、本調査を「会計法第２９条の３第４項」および「予算決算及び会計令第102条の4第3号」に基づき、（社）街づくり区画
整理協会に対して随意契約により委託するものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

650
（社）全国市街地再開発
協会

都市再生事業における街区レベルでの
環境性能向上方策検討調査（市街地再
開発事業）

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月8日 14,938,000

本調査は、市街地再開発事業等において、地権者の合意形成や事業採算性の確保を考慮しつつ環境に配慮した事業の促進手法等につ
いて検討し、市街地における街区レベルでの環境性能の向上のために行う市街地再開発事業の円滑な推進を図るものである。このた
め、本調査の実施にあたっては、市街地再開発事業における合意形成や事業採算性に関する知識・ノウハウはもとより、市街地再開
発事業における環境対策に関する幅広い見識が必要となる。(社)全国市街地再開発協会は、市街地の再開発に関する総合的な調査研
究及び事業の推進を図ることを目的として設立された法人であり、これまでも、「初動期における市街地再開発事業の推進実態調
査」（平成13年度）の実施、「権利調整マニュアル（案）」（平成12年度）の発行のほか、全国の地方公共団体から数多くの市街地
再開発事業の基本計画作成等に関する業務の受託を行っており、市街地再開発事業における地権者の合意形成に関する豊富なデータ
を蓄積しているとともに、これに精通した人材を有している。また、同協会は、「市街地再開発事業の採算性及び建設費に関する実
態調査」（平成９年度）、「建築物における環境影響評価等に関する研究」（平成８年度）といった、市街地再開発事業における事
業採算性や環境への影響の把握手法に関する調査研究を数多く実施している。このような人材・経験を有し、市街地再開発事業に関
する諸データの蓄積、見識さらには研究体制を持つ唯一の団体である同協会と随意契約を行うものである。（会計法第29条の3第4
項）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

651 （社）日本交通計画協会
姫路市都心地区における都市環境改善
へ向けた歩行者専用・優先ゾーン形成
調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月27日 6,209,000

平成１６年４月１３日に開催された都市再生本部会合において、「全国都市再生のための緊急措置」の幅広い展開に資するため、自
由な発想と創意工夫に基づく先導的な都市再生活動のモデル調査を実施することが決定された。この調査は、自由な発想と地域の創
意工夫を重視し、全国のモデルとなり得る先導的な取組みを全国的に掘り起こしつつ行うこととされている。
　本調査は、このような取組の一環として姫路市を調査対象とし、公共交通を重視したコンパクトな都市作りを行うために都心地区
道路空間のトランジットモール化の社会実験を行うなど、他の地区に対して先導的な役割を果たすべく方向性をたてるために実施す
るものである。
　（社）日本交通計画協会は、定款上、幹線交通網を中心としてこれに関連する環境整備諸施設・地域拠点等の一体的な計画、整
備、資料作成及び事業促進を目的として設立された法人であり、学識経験者や専門家等と連携して、「岐阜市総合交通体系策定業
務」、「富山市総合的交通体系マスタープラン策定」など、これまで本調査の内容に密接に関連した都心部における総合的な交通体
系に関する業務・研究に対する実績があり、関係団体・機関からの信頼も厚く、経験が非常に豊富であり、本調査の内容に精通して
いる高度な技術力と能力・業務体制を有する法人である。
　このように、当該法人は、本調査の内容に関する高度な技術力と能力を有し、かつその業務態勢が整った法人であり、本調査を効
率的かつ確実に実施できる唯一の法人である。
　会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

652 （社）日本交通計画協会
連続立体交差事業等踏切対策の推進方
策に関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月4日 1,500,000

　本調査は、全国の連続立体交差事業等の踏切対策事業実施地区について事業推進上の課題を把握し、地域や地区別に周知すべき事
業効果を整理するとともに、市民の理解を進めるための効果的な広報方策の検討を行うことを目的とするものである。
　これらの検討には、連続立体交差事業等踏切対策に関する技術的な蓄積が必要である。社団法人日本交通計画協会は、輸送革新に
対応して合理的・効率的な総合都市交通体系の整備を図るため交通計画の有機的一体化及び幹線交通網に関連する諸施策の整備計画
の一体化等を推進することを目的として設立された法人で、主に街路事業に関連した調査・研究を数多く実施しており、特に踏切対
策については、「連続立体交差事業の事業効果に関する調査（平成９年度）」、「限度額立体交差事業の実態把握に関する調査（平
成１２年度）」、「連続立体交差事業の評価に関する調査（平成１４年度）」、「道路交通円滑化に資する踏切対策に関する検討調
査（平成１６年度）」など深く関わって来ている。また、同法人は、その組織を構成する会員として我が国有数のコンサルタントや
シンクタンク、また設計、建設業者等の加盟があり、それらのもつ技術やノウハウを結集させることが出来、重ねて学識経験者との
関係も深いので、調査・研究を進める上で多大な力を発揮できることは確実である。
このように、同法人がもつ連続立体交差事業等踏切対策に関するノウハウ、実績は他に比較すべきところがない。
　会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（１９年度契約で
は、公募手続きを導
入）

公募の手
続きを導
入

653 （社）日本交通計画協会
歴史的環境整備地区における街路の構
造に関する基礎調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月18日 1,000,000

　本調査は、身近なまちづくり支援街路事業の歴史的環境整備地区において、過去の整備事例を基に、歴的街並みに配慮した道路整
備における構造上の問題点及び事業実施上の工夫、維持管理上の問題などを整理・分析し、歴史的環境保全のために、歴史的環境整
備地区における街路の構造についてのとりまとめを目的とするものである。
　（社）日本交通計画協会は、同事業にかかる整備計画策定調査（４０地区）を実施してきており、本業務を行う上で、必要となる
専門的知識と経験を有している。また、平成７年度に「身近なまちづくり支援街路事業」を創設するための検討調査業務を実施して
以来、同事業のあり方についての検討を行ってきた実績がある。
　このように、本業務を行う上で必要となる歴史的環境整備地区におけるまちづくりに関する高度な技術と能力を有し、かつ、その
業務体制が整ったものは同法人をおいて他にない。
　これらのことから、同法人は本調査の委託先として唯一の団体であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３
号の規定に基づき社団法人　日本交通計画協会と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（１９年度契約で
は、公募手続きを導
入）

公募の手
続きを導
入
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654 （社）日本交通計画協会
将来都市像に適合した今後の都市整備
と地区交通のあり方に関する検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月11日 39,500,000

　少子高齢化の進展、環境問題、厳しい財政等の多様な課題に対する対応策を構築することが求められており、その１つの方策とし
て、市街地のコンパクト化、それを誘導する公共交通機関を始めとした基盤施設整備や市街地整備などの都市整備が必要である。
　本調査は、効率的なコンパクト市街地の実現に向けて、将来の都市像を明確に持ち、それを実現するための今後の都市整備のあり
方を検討する。また、地区レベルにおいては、歩行者、自転車を中心とした交通計画の考え方を検討・整理し、その実現化に向けて
取り組むべき課題の抽出と課題解決のための新たな対応方針の検討を行う。
　（社）日本交通計画協会は、幹線交通網を中心として、これに関連する環境整備諸施設・地域拠点等の一体的な計画、整備、資料
の作成及び事業の促進を目的として設立された法人であり、学識経験者や専門家等と連携して、「岐阜市総合交通体系策定業務」
「富山市総合的交通体系マスタープラン策定」など、これまで本調査の内容に密接に関連した都市における総合的な交通体系に関す
る業務・研究に対する実績があり、関係団体・機関からの信頼も厚く、経験が非常に豊富であり、本調査の内容に精通している高度
な技術力と能力・業務体制を有する法人である。
　このように、当該法人は、本調査の内容に関する高度な技術力と能力を有し、行政の制度に精通し、かつ、その業務体制が整った
法人であり、本調査を効率的かつ確実に実施できる唯一の法人である。
　会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

655
（社）日本モノレール協
会

複合交通施設を中心とした利便性の高
いまちづくりモデル調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月3日 6,209,000

　平成１６年４月１３日に開催された都市再生本部会合において、「全国都市再生のための緊急措置」の幅広い展開に資するため、
自由な発想と創意工夫に基づく先導的な都市再生活動のモデル調査（以下「モデル調査」という）を実施することが決定されたとこ
ろである。この調査は、自由な発想と地域の創意工夫を重視し、全国のモデルとなり得る先導的な取り組みを全国的に掘り起こしつ
つ行うこととされている。　本業務は、わが国で初めて都市モノレールと高速道路との結節点整備のモデルケースの提案や利用促進
方策の検討を行うとともに事業推進の課題等を抽出し、整備促進のために新たな取り組みの方向性を検討するものである。このた
め、都市モノレール等に関する構造基準や支援制度等について精通するとともに、具体的な整備計画の検討を通じて都市モノレール
等に関する十分な専門知識と経験を有していることが必要不可欠である。同協会は、「モノレール及びリニアモー夕駆動による高架
式中量軌道輸送システム（以下「モノレール等」という）に関する調査研究及びその改善進歩を図るとともに、モノレール等に関す
る知識を普及し、もって新しい交通機関としてのモノレール等の発展を図る」ことを目的として設立された法人であり、都市モノ
レール等に関する調査設計の受託等を業務の内容としている。また、これまでに実施してきた都市モノレール等に係わる調査も豊富
であり、本業務を行う上で必要となる特に専門的な知識と経験を有している。なお、 近の調査実績は次のとおりである。・平成１
１年度　千葉都市モノレール設計指針改定業務委託・平成１５年度　都市モノレールとビルとの一体整備に関する研究・平成１６年
度　都市モノレール等の整備のあり方に関する調査・平成１６年度　都市モノレール等の車両基地整備のあり方に関する調査
　また、同法人は沖縄都市モノレールの既設開業区間の基本計画、概略設計及び詳細設計並びに運営計画等の策定業務を受注し、優
良な成果を収め、既設区間に精通しており、モデル調査への応募団体である沖縄県からも強く推薦されているところである。これら
のことから、同法人は本調査の内容に精通した団体であり、本業務を行う上で必要となる専門的な知識と実務経験を有するものは同
法人において他にない。会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

656
（社）日本モノレール協
会

羽田空港再拡張に伴う東京モノレール
の機能向上に関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月16日 19,796,000

　本業務は、２００９年の完成をめざして進められている羽田空港再拡張・国際化に伴う空港アクセス強化策等として東京モノレー
ルの延伸等の機能向上のあり方を具体的に検討するものである。
検討内容は東京モノレールの機能向上施策の基本計画から整備効果の検証まで都市モノレールに関し多岐にわたっており、都市モノ
レール等に関する構造基準や軌道法等関連する法規類、支援制度等について精通するとともに、具体的な都市モノレール路線の整備
計画の検討を通じて都市モノレール等に関する十分な専門知識と経験を有していることが必要不可欠である。
　社団法人日本モノレール協会は、「モノレール及びリニアモー夕駆動による高架式中量軌道輸送システム（以下「モノレール等」
という）に関する調査研究及びその改善進歩を図るとともに、モノレール等に関する知識を普及し、もって新しい交通機関としての
モノレール等の発展を図る」ことを目的として設立された法人であり、都市モノレール等に関する調査設計の受託等を業務の柱とし
ている。また、現行のモノレール設置基準や都市モノレール構造基準等の作成に関する調査を行っているとともに、これまでに実施
してきた都市モノレール等に係わる調査も豊富であり、本業務を行う上で必要となる特に専門的な知識と経験を有している。なお、
近の調査実績は次のとおりである。

・平成１１年度　千葉都市モノレール設計指針改定業務委託・平成１５年度　都市モノレールとビルとの一体整備に関する研究・平
成１５年度　諸外国における都市鉄軌道整備方策と都市モノレール等整備方策・平成1６年度　都市モノレール等の整備のあり方に関
する調査・平成１６年度　都市モノレール等の車両基地整備のあり方に関する調査
　これらのことから、同法人は本調査の内容に精通した団体であり、本業務を行う上で必要となる専門的な知識と実務経験を有する
ものは同法人において他にない。会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を行うもので
ある。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

657 （財）国土計画協会
中山道太田宿･日本ライン下り等を生
かした、歩いて楽しい中心市街地の再
生計画検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月3日 6,209,000

　平成１６年４月１３日に開催された都市再生本部会合において「全国都市再生のための緊急措置」の幅広い展開に資するため、自
由な発想と創意工夫に基づく先導的な都市再生活動のモデル調査を実施することが決定されたところである。この調査は、自由な発
想と地域の創意工夫を重視し、全国のモデルとなり得る先導的な取組みを全国的に掘り起こしつつ行うこととされている。
　本業務は、このような取組みの一環として、地方都市の中心市街地の活性化など地域振興を図るため、岐阜県美濃加茂市におい
て、中山道及び太田駅前線や日本ライン下り乗船場跡地を生かした拠点づくりをはじめ、商店街等で活躍している地域のＮＰＯ団体
等と連携したまちづくり方策や地域と一体となった街路整備のあり方、新市街地の秩序ある形成・市街地誘導方策の検討を行うもの
である。従って業務を遂行にあたり、以下の条件が必要となる。①地方都市での地域振興・まちづくり手法全般に精通していること
②中心市街地の再生のため、街路事業と関連する計画策定の実績があること　③中立性及び公平性を有し、ＮＰＯ団体等と協働し業
務をとりまとめた実績があること。
　同協会は、昭和２１年の設立以降、５９年間にわたり国土計画及び地方計画全般に関する調査研究や地方都市での地域振興・まち
づくりに係る計画策定等を数多く実施しており、本業務を行ううえで、必要な専門的な知識と経験を有している。また、中心市街地
の再生を目的とし、街路事業も含む整備計画を策定した「地域の個性を生かした身の丈サイズのまちづくり検討調査」（国土交通
省、平成１５年度）、「中心市街地活性化支援交通計画検討調査業務」（国土交通省、平成１４年度）に携わった実績がある。さら
に、地方公共団体を会員とし、官公庁や地方公共団体等から調査を受託したり、ＮＰＯ団体等と協働し業務をとりまとめた「地域資
源活用構想策定等支援調査」（国土交通省、平成１６年度）等の実績もある。これらのことから、本業務を遂行するにあたり、必要
となる上述した条件を有している契約相手方は、同法人をおいて他にない。会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号の規定に基づき随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）
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658 （財）都市計画協会
新幹線岐阜羽島駅及び名神高速道路岐
阜羽島ＩＣを活用した観光・交流拠点
形成促進調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月3日 6,209,000

　平成１６年４月１３日に開催された都市再生本部会合において「全国都市再生のための緊急措置」の幅広い展開に資するため、自
由な発想と創意工夫に基づく先導的な都市再生活動のモデル調査を実施することを決定。自由な発想と地域の創意工夫を重視し、全
国のモデルとなり得る先導的な取組みを全国的に掘り起こしつつ行うこととされている。本業務は、このような取組みの一環とし
て、都市再生を図るため、岐阜県羽島市において、賑わいを創出し地域経済を活性化するための広域交通拠点の機能強化方策検討や
ハード・ソフトの両面から官民が役割分担されたアクションプログラムを策定するもの。なお業務の実施にあたっては地価の高騰や
多数の地権者の調整及び企業誘致等の課題を抱えている新幹線駅及び高速道路ＩＣ周辺部における土地区画整理事業や開発構想の再
構築とも連携しつつ、地域のポテンシャルを活かした地域のにぎわい創出に結びつける観点が重要。従って、次の条件が必要とな
る。①都市計画に関連する地方都市でのまちづくり手法全般に精通。②中立性、公平性を有し、地元関係者や学識者等から参加・協
力を得ながら業務をとりまとめた実績がある。（財）都市計画協会は、寄附行為に定められているとおり、都市計画並びにこれに関
連する国土計画及び地方計画に関する調査研究、都市計画に関する啓発宣伝及び調査、計画、設計の指導等を行っており、全国各都
市における都市計画マスタープランや土地利用計画の策定など、都市計画手法の活用に関する調査・検討を実施。さらに、市町村合
併後のまちづくり方策や観光連携による地域再生を検討するため、岐阜県山県市における「市町村合併に伴う地域住民との協働によ
る新たなまちづくりに向けた調査（山県市、Ｈ１５）などの都市再生モデル調査実績もあり、都市計画に関連する地方都市でのまち
づくり手法について専門的な知見及び経験を有している。また、都市計画区域を有する多くの地方公共団体を会員とし、官公庁や地
方公共団体等から数多くの調査を委託する等、中立性及び公平性を有している。加えて岐阜県各務原市における「木曽川流域の自然
環境を活かした観光の活性化調査（国土交通省、Ｈ１６）の都市再生モデル調査では、市民・地権者・行政・学識者などからなる検
討委員会を設立し、利害関係調整に配慮した土地利用や市町村合併後の地域活性化のあり方を検討した実績がある。以上のことよ
り、本業務を遂行するにあたり必要となる上述した条件を有している契約相手方は同法人において他にない。会計法第２９条の３第
４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

659
（財）都市みらい推進機
構

小倉駅～紫川河畔地域における水循環
とヒートアイランド対策等調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月3日 6,209,000

本業務は、北九州市の中心部である小倉駅～紫川河畔地域をモデルとして、紫川の水循環とヒートアイランド対策・地球温暖化対策
を有機的に連携させ、面的・総合的に対策を推進するためのアクションプランを策定するものである。本業務では、既存の水資源を
活用し、環境・エネルギー対策に配慮した面的かつ総合的なまちづくりの計画立案が求められるため、十分な専門知識と幅広い見識
を有していることが必要不可欠である。
財団法人都市みらい推進機構は、寄付行為上「新しい都市拠点の形成等の都市の活性化に関する総合的な調査・研究、情報・資料の
収集等を実施することにより、民間企業の技術と経験を生かしつつ、地域社会と調和した活力ある都市づくりの推進を図ること」を
目的として設立された法人であり、全国各地において数多くのまちづくりにおける総合的な計画立案に係る調査を実施し、豊富なノ
ウハウを有している。また、これまでにも、「都市再構築における総合的都市インフラ整備のあり方に関する研究会」（H11：東京ガ
ス）、「都市再構築におけるエネルギーシステム整備に関する制度面からの調査」（H12：東京ガス）、「大都市圏都心部における新
たな都市再生モデル検討に資する基礎調査」（H16：(独)都市再生機構）等、エネルギー効率向上方策の検討調査やヒートアイランド
対策等の調査の実績も有している。また、同法人は品川周辺地域におけるヒートアイランド対策に関する自主研究に取り組むなどの
活動もあわせて展開しており、本業務を行う上で必要となる専門的な知識と経験を有していると判断できる。
これらのことから同法人は本業務を行う上で、上記の専門的な知識と経験を有するものは、同法人において他にない。会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

660 （財）計量計画研究所
羽田空港再拡張に伴う空港アクセスの
改善強化に向けた整備方策に関する調
査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月24日 19,898,000

本調査は、羽田空港の国際化・再拡張に伴う航空需要の増大に対応し、日本の玄関口に相応しい国際水準に見合ったアクセスサービ
スを提供するため、空港アクセスとしての鉄軌道路線の整備計画を策定することを目的とするものである。本調査を行うに当たって
は、都市交通計画およびこれに関連する計量計画技術及び社会調査技術を有するとともに中長期的な首都圏の都市交通体系のあり方
や都市開発の動向等に関して十分な知見が求められる。
今回の調査を予定している財団法人計量計画研究所は、我が国及び諸外国の政治、経済、社会事象の数量的な調査研究を行い、我が
国諸官庁をはじめ諸企業の合理的政策決定及び科学的計画に関する知識普及に寄与することを目的として設立された法人であり、学
識経験の豊富な専任の研究員を擁し、調査研究の種類、特徴に応じてプロジェクトチームを編成し、一貫した業務遂行体制をとるこ
とができる。その他、公益法人の研究機関であるため、研究委員として、官・公・大学、研究所等の有識者との連携を行っており、
必要に応じこれら専門家の動員が可能であり、都市交通計画及びこれに関連する諸計画に関する調査を行うための体制が十分に整っ
ている。
また、人・物の流動に関する業務を数多く遂行しており、近年においては、「東京都市圏総合都市交通体系調査（パーソントリップ
調査）」（関東地整、東京都等、Ｈ１１）、「まちづくりと公共交通サービスのあり方に関する調査業務」（国交省、Ｈ１６）、
「道路上の貨物流動状況の把握に関する研究」（国交省、Ｈ１６）などをはじめとして数多く受託し優れた実績をあげており、都市
交通計画や都市施設計画全般について豊富な経験を有しているとともに、都市内交通に関する実態調査の経験、データの蓄積も豊富
であることから、本業務を行う上で必要となる専門的な知識と経験を有している。
　これらのことから、同法人は当該事業に精通した団体であり、本業務を行う上で、上記の特に専門的な知識と経験を有するもの
は、同法人をおいて他にはない。会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を行うもので
ある。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

661
（財）国土技術研究セン
ター

自動二輪車駐車場及び機械式駐車場の
整備・管理のための基準等に関する検
討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月21日 15,000,000

　駅周辺や中心市街地等において放置されている自動二輪車が、自動車・歩行者の交通環境を著しく阻害し、まちの魅力を低下させ
ている。また、中心市街地等に多数存在する機械式駐車場において、地震発生時に駐車している車の転落事故が発生し、その安全性
が問題視されている。本調査は、特に対応の遅れている自動二輪車駐車場に関する整備・管理基準等の検討及び機械式駐車場におけ
る安全性に関する基準の検討のための基礎調査を実施するものである。本調査の実施にあたっては、駐車場法や駐車場に対する助成
制度や技術基準など各種駐車施策について、十分な専門知識と経験を有し、大都市や地方都市における市街地の現状やそれにかかる
駐車場の課題について精通していることが必要不可欠である。財団法人国土技術研究センターは、「国と社会が要請する新しい建設
技術に関する調査研究を総合的、かつ効果的に行うとともに、新しい建設技術の活用と普及を行うこと」を目的として設立された法
人である。これまでに様々な技術的基準に関する検討を行ってきた実績があり、また、都市計画や交通計画などに関する制度など行
政にも精通し、幅広い知識と経験、高度な技術力など様々な視点にたった駐車対策について検討できる唯一の法人である。さらに同
法人は、学識経験者や専門家等とも連携して、これまで本調査の内容に即した業務・研究を中心に活動している。過去にも駐車対策
に関する業務に数多く取り組んでおり、近年だけでも、「自転車駐車空間のあり方に関する検討業務委託」のほか、「ＩＴＳを活用
した駐車場利用高度化検討業務委託」「道路事業におけるＰＦＩ導入検討業務」をはじめ駐車施策や都市交通施策に関する業務を多
数実施しており、関係団体・機関からの信頼も厚く、経験が非常に豊富かつ多数の実績を有している。同法人では、国や地方自治体
など全国各地の業務を一括して実施できるだけの豊富な実績、知識、経験などを兼ね備えた体制を有しており、他のコンサルタント
等が支社体制で業務を実施していることを勘案すれば、国が抱える問題はもとより、大都市・地方都市それぞれの状況や課題に精通
している法人と言える。このように、同法人は、駐車施策や都市交通施設整備に関する高度な技術力と能力を有し、かつ、その業務
体制が整った法人であり、公益法人という立場から公共性・公平性をもって本業務を効率的かつ確実に実施できる法人である。会計
法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募の手
続きを導
入
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662 （社）日本公園緑地協会
公園緑地工事に係る積算・契約業務の
合理化・効率化検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月4日 20,000,000

当業務は、予定価格の積算につながる各企業の合理化のノウハウに係る情報などを各企業横断的に収集する必要があり、仮に民間企
業に損害が生じる情報や予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結する。
このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な
知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある。 見直の余地が

あるもの
一般競争入札等に移
行したもの

公募の手
続きを導
入

663 （社）日本公園緑地協会
今後の都市公園における安全・安心な
利用に関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月4日 30,000,000

本業務は、現在少子高齢化社会が急激に進む中、高齢者の活動の場として、また子どもの遊び場として、安全にかつ安心して利用で
きる都市公園のあり方について、都市公園の整備・管理状況を調査把握し、計画・設計・施工それぞれの段階における施策への取り
組み事例や公園施設の管理事例調査等を通じて、現行制度が抱える問題点の抽出、今後の都市公園ハード・ソフト両面を考慮した今
後の都市公園の整備等の調査検討を実施するものである。従って、本業務の遂行に当たっては、都市公園等に関する諸施策、諸制度
に関する知識と理解、都市公園事例に関する高度かつ専門的な知識及び調査の実施能力を有することが必要とされる。(社)日本公園
緑地協会は、「公園、緑地等に関する事業の健全な発達を図るとともに、国土緑化、都市緑化等の推進に寄与する」ことを目的とし
て設立された法人である。これまでに、個々の公園緑地の計画・設計を数多く手がけるとともに、公園緑地の計画、設計の標準とな
る技術解説書や工事の仕様書に関する解説書を作成し、公園緑地整備のノウハウを提供するほか、機関紙「公園緑地」の編集発行等
の公園緑地の整備推進に関わる調査研究について総合的に取り組み、公園緑地の計画･設計･施工･管理等、公園緑地制度全般にわたっ
て、高度で幅広い知識と豊富な経験を有している。また、当協会は「みんなのための公園づくり　ユニバーサルデザイン手法におけ
る設計指針」、「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」の策定の際に解説をとりまとめており、本調査に必要な都市公園
等における安全・安心に係わる諸施策、諸制度に対する総合的な知見を有している。上記のとおり、(社)日本公園緑地協会は、本業
務を円滑かつ効率的に行う上で必要となる専門的な技術又は実績、経験を有する唯一の団体であり、契約相手として、(社)日本公園
緑地協会をおいて他にはない。よって、本業務については、会計法第２９条の３条第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づ
き、(社)日本公園緑地協会と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

664 （社）日本公園緑地協会
今後の都市公園整備・管理方策検討調
査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月29日 44,100,000

本業務は、緑豊かで快適な都市環境を形成するため、平成１６年度の都市公園法の改正により新たに追加された立体都市公園制度の
浸透及び活用を促進するための検討を行うとともに、平成１９年度を 終年度とする社会資本整備重点計画以降の今後の長期的な都
市公園整備・管理の方向性や適正な評価手法等について有識者による検討会等を踏まえた調査・検討を行うものである。従って、本
業務の遂行に当たっては、都市公園法等の関係法令に関する広範な知識及び都市公園の制度、都市公園の整備・管理やその評価手法
等に関する専門的かつ広範な知識と技術力、有識者による検討会開催のための調整能力を有することが必要とされる。(社)日本公園
緑地協会は、「公園、緑地等に関する事業の健全な発達を図るとともに、国土緑化、都市緑化等の推進に寄与する」ことを目的とし
て設立された法人である。これまでに、個々の公園緑地の計画・設計を数多く手がけるとともに、公園緑地の計画、設計の標準とな
る技術解説書や工事の仕様書に関する解説書を作成し、公園緑地整備のノウハウを提供するほか、公園緑地やマニュアルの発行等の
公園緑地の整備推進に関わる調査研究について総合的に取り組み、公園緑地の計画･設計･施工･管理等、公園緑地制度全般にわたっ
て、高度で幅広い知識と豊富な経験を有している。また、同協会は平成１３年度に今後の公園緑地行政の施策重点やその実現方策に
ついて有識者から幅広く意見を伺い、提言をとりまとめることを目的とした「公園緑地研究会」の開催、「大規模公園費用対効果分
析手法マニュアル」の作成等、本業務の遂行に必要な調整能力、都市公園等の整備・管理及び評価手法に関する総合的な知識を十分
に有している。上記のとおり、本業務の実施に当たって同協会に委託するに足る能力、知識、経験を有する団体は他に存在しないた
め、契約相手として、(社)日本公園緑地協会をおいて他にはない。よって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３号に基づき、(社)日本公園緑地協会と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

665 （社）日本公園緑地協会
都市緑地法改正を踏まえた今後の都市
緑化・緑地保全方策検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月5日 18,000,000

本業務は、緑豊かで快適な都市環境を形成するため、平成１６年の都市緑地法改正により新たに創設された緑化地域制度、緑地保全
地域制度等の活用を推進し、具体的な効果的な水と緑のネットワークの形成や、緑地資源を活用した地域活性化方策の検討等、緑地
の有する多様な機能の活用を促進するための調査・検討を行うものである。本調査研究にあたっては、都市緑地法及び都市計画法等
の関係法令に関する広範な知　識及び緑地の保全・創出・活用に関する専門的かつ広範な知識と技術力を有することが必要とされ
る。（社）日本公園緑地協会は、「公園、緑地等に関する事業の健全な発達を図るととも　に、国土緑化、都市緑化等の推進に寄与
する」ことを目的として設立された法人である。　これまでにも、地方公共団体の緑地計画に関する調査、研究を数多く手がけると
ともに、　市町村が策定する緑の基本計画と都道府県が策定する広域緑地計画についての手引きで　ある「緑の基本計画ハンドブッ
ク」の作成や、機関誌「公園緑地」の編集発行等緑地の　保全及び都市緑化の推進に関わる調査研究について総合的に取り組み、緑
地施策に関す　る計画策定・方策検討・維持管理等公園緑地制度全般にわたって、高度で幅広い知識と　豊富な経験に基づく技術力
を有している。また、平成１７年４月には「都市緑地法および都市公園法改正について」説明会を開　催するなど法改正に係る必要
な知識を有していることを考慮すると、（社）日本公園緑　地協会は本業務の実施にあたって必要な能力、知識、経験を有する唯一
の団体であり、　契約相手として、（社）日本公園緑地協会をおいて他にはない。したがって、本業務については、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第102条の4第3号に基づき、社団法人　日本公園緑地協会と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

666
（財）都市緑化技術開発
機構

第三次公園・緑化技術五箇年計画推進
検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月4日 5,000,000

本業務は、公園・緑化分野における技術の開発、導入、普及を推進するため、公園・緑化技術五箇年計画に基づく研究開発の実施状
況について情報を収集・整理し、進捗を管理することにより、五箇年計画の推進を図るとともに、研究開発成果の評価、公開を進め
ることにより、技術情報の共有化を図ることを目的としている。本業務の実施にあたっては、公園・緑化技術五箇年計画に関する理
解と、現在の公園・緑化技術全般について広範かつ専門的な知識を必要とする。（財）都市緑化技術開発機構は、「都市における緑
化のための植栽植物の育成、管理並びに良好な緑化空間の創出に関する調査研究及び技術開発を行い、もって緑豊かな都市づくりに
寄与すること」を目的として設立された財団法人で、公園・緑化技術分野全般にわたって、専門的な知識を有する技術者を多く有し
ており、かつ都市における良好な緑化空間の創出等に関する調査研究を通じて、緑化技術全般についての高度な技術力と経験を蓄積
しており、本業務を行うため必要な体制が十分に整っている。また、同機構は、調査研究及び技術開発に当たって、独自に行う事業
のほか、民間企業、地方公共団体や大学等を交えた体制での共同研究、国、地方公共団体、民間企業からの受託研究などを実施して
おり、さらに、民間において開発された都市緑化に係る技術の技術審査証明事業も実施しており、公園・緑化分野における官、民、
学の技術開発情報に通じている。加えて、平成１６年度に第三次公園・緑化技術五箇年計画の策定に関する調査も執り行っており、
第三次公園・緑化技術五箇年計画について、その内容はもとより、策定経緯、課題等についても熟知しているところである。このよ
うに公園・緑化技術五箇年計画と公園・緑化技術全般について幅広く専門的な知識を有する団体は（財）都市緑化技術開発機構以外
には存在しない。よって、本業務については、会計法第２９条の３条第４号及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、（財）都市
緑化技術開発機構と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）
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在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

667
（財）都市緑化技術開発
機構

地球温暖化防止に資する都市緑地の効
果把握技術検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月15日 70,000,000

本業務は、気候変動枠組み条約及び京都議定書上でのわが国の都市緑地の二酸化炭素吸収量を報告するため、地球温暖化防止に資す
る都市緑地の把握手法の確立を図るとともに、地球温暖化対策としての都市緑地の整備推進を図るため、 近注目されている壁面緑
化について、工法、システム、資材、導入植物、効果把握手法等の技術開発に係る検討を行い、もって都市の緑化推進・緑地保全を
通じた環境形成に寄与することを目的とする。本調査研究に当たっては、都市緑化に関する技術的蓄積及び地球温暖化問題に係る広
範な知識が必要であり、都市緑化の現状と問題点を十分に把握したうえで、地球温暖化問題に関する国際的な取り決めへのきめ細か
な対処が必要とされる。（財)都市緑化技術開発機構は、「都市における緑化のための植栽植物の育成、管理並びに良好な緑化空間の
創出に関する調査研究及び技術開発を行い、もって緑豊かな都市づくりに寄与する」ことを目的として設立された法人である。これ
までに、都市における良好な緑化空間の創出に関する調査研究及び技術開発の一環として、新たな緑化空間の創出に関する調査研究
及び技術開発や自然的環境の保全、整備、管理等に関する調査研究及び技術開発を行うなど、都市緑化に関する高度な技術力と経験
を蓄積している。また、地球温暖化防止に向けた国際的な取組みに都市緑化推進の観点から協力するため、海外で開催される気候変
動枠組条約締約国会議（COP)や気候変動枠組条約補助機関会合（SB）に参加し情報収集を行うなど、地球温暖化問題に関する幅広い
知識を有している。また、(財)都市緑化技術開発機構は、平成3年度に屋上緑化等の設計、施工、管理に係る多くの民間企業等からな
る「特殊緑化技術開発研究会」を組織化し、平成６年度からは「特殊緑化共同研究会」と改組して、屋上緑化等に関する専門技術に
関する知識、先進的事例等についての情報を網羅的に把握している。さらに、本業務を昨年度も受託し、本業務に関する技術、知識
の蓄積があること等を考慮すると、(財)都市緑化技術開発機構は本業務を円滑かつ効率的に行う上で必要な、専門的な技術又は実
績、経験を有する唯一の団体であり、契約相手として、(財)都市緑化技術開発機構をおいて他にはない。したがって、本業務につい
ては、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、（財）都市緑化技術開発機構と随意契約を行うもので
ある

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募の手
続きを導
入

668
（財）都市緑化技術開発
機構

平成１７年度　水と緑豊かな都市づく
りのための都市計画活用手法検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月28日 7,000,000

　本調査は、人口が減少し市街地が縮退する一方で産業構造が再構築されるなどの社会状況の変化を踏まえて、都市の生活環境向上
を図っていく必要があることから、水と緑のネットワークシステムの構築や水と緑の質の確保等、都市における水と緑の空間の創
出・保全を進めるにあたり、その基礎となる動植物の生息・生育状況、風向・気温等の環境情報について整理検討を行い、都市計画
基礎調査の充実を図るとともに、計画技術の知見を高め、具体的な都市計画の活用手法について検討することを目的とするものであ
る。本調査に当たっては、自然環境の創出・保全に関する技術的蓄積及び広範な知識を有し、都市緑化等に関する現状と問題点を十
分に把握していること及び、緑をはじめとする自然環境の創出・保全に関する都市計画制度の活用手法に精通していることが必要で
ある。（財）都市緑化技術開発機構は、「都市における緑化のための植栽植物の育成、管理並びに良好な緑化空間の創出に関する調
査研究及び技術開発を行い、もって緑豊かな都市づくりに寄与する」ことを目的として設立された法人である。これまでに、都市に
おける良好な緑化空間の創出に関する調査研究及び技術開発の一環として、新たな緑化空間の創出に関する調査研究及び技術開発や
自然的環境の保全、整備、管理等に関する調査研究及び技術開発、緑に関する地域計画・広域計画に関する調査研究・技術開発を行
うなど、都市緑化に関する高度な技術力と経験を蓄積し、またこれらに関する都市計画制度の活用手法に精通している。さらに、昨
年度に環境負荷の小さな都市構築のための都市計画活用手法検討調査を受託しており、環境への負荷の軽減の視点から都市計画手法
について検討しており、本業務につながる技術・知識の蓄積があること等を考慮すると、(財)都市緑化技術開発機構は、本業務を円
滑かつ効率的に行う上で必要な、専門的な技術又は実績、経験を有する唯一の団体であり、契約相手として、(財)都市緑化技術開発
機構をおいて他にはない。したがって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、
（財）都市緑化技術開発機構と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

669
（財）都市緑化技術開発
機構

防災公園の計画・設計に関するガイド
ライン検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月4日 8,000,000

本業務は、地震防災等に係わる諸制度や、新潟県中越地震やスマトラ沖大地震などの被災実態を踏まえ、防災公園のモニタリング等
により、防災公園を具体的に整備推進するための計画・設計方法、防災機能に関する当ガイドラインについて、計画･設計ガイドライ
ンの作成にあたっての調査・検討を行うものである。従って、本業務の遂行に当たっては、地震防災等及び防災に資する都市公園に
関する諸施策、諸制度に関する知識と理解、防災公園事例に関する高度かつ専門的な知識及び調査の実施能力を有することが必要と
される。(財)都市緑化技術開発機構は、「都市における緑化のための植栽植物の開発、育成、管理並びに良好な緑化空間の創出に関
する調査研究及び技術開発を行い、もって緑豊かな都市づくりに寄与する」ことを目的として設立された法人である。当財団では、
平成７年の阪神・淡路大震災を受け、民間の防災関連企業数十社からなる我が国唯一の防災公園に関する専門研究組織を設置し、防
災公園の整備、公園緑地における防災施設の普及に資するため、公園緑地やオープンスペースを活用した避難地・避難路のあり方、
など、防災公園技術に関する調査研究を行ってきており、防災と公園緑地の計画･設計等に関する技術について高度で幅広い知識と豊
富な経験を有している。また当財団は、本業務につながる調査として、当課から出している防災公園の役割や必要性などの理念、防
災公園を具体的に整備推進するための計画・設計方法、防災機能を発揮させるための技術をまとめた「防災公園計画・設計ガイドラ
イン」作成の際の実績があるとともに、平成１２年には「防災公園技術ハンドブック」、平成１７年には「続防災公園ハンドブッ
ク」を出版しており、本調査に必要な都市公園等における防災に係わる諸施策や諸制度及び防災公園に係わる計画・設計技術につい
て、総合的な知見を有している。上記のとおり、本財団は本業務を円滑かつ効率的に行う上で必要となる専門的な技術又は実績、経
験を有する唯一の団体であり、契約相手として、 (財)都市緑化技術開発機構をおいて他にはない。よって、本業務については、会計
法第２９条の３条第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、(財)都市緑化技術開発機構と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

670
（財）都市緑化技術開発
機構

平成１７年度　既存建築物屋上緑化技
術開発調査

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年4月7日 15,000,000

本業務は、今後の屋上緑化の普及推進を図るため、熱環境改善等の効果を計測するとともに、建築物における優れた屋上緑化技術に
ついて、平成12年度より調査を行ってきたものであるが、今年度は、屋上緑化による熱環境改善や生物生息空間の形成についてのモ
ニタリング調査を引き続き行うとともに、全国における屋上緑化の施工実績を調査し、緑化技術の今後の課題等について検討するも
のである。本調査研究にあたっては、都市緑化に関する技術的蓄積が必要であり、都市緑化の現状と問題点を十分に把握したうえ
で、専門的な技術力により行うという観点から極めて特殊なものである。（財)都市緑化技術開発機構は、「都市における緑化のため
の植栽植物の育成、管理並びに良好な緑化空間の創出に関する調査研究及び技術開発を行い、もって緑豊かな都市づくりに寄与す
る」ことを目的として設立された法人である。これまでに、都市における良好な緑化空間の創出に関する調査研究及び技術開発の一
環として、新たな緑化空間の創出に関する調査研究及び技術開発や自然的環境の保全、整備、管理等に関する調査研究及び技術開発
を行うなど、都市緑化に関する高度な技術力と経験を蓄積している。また、(財)都市緑化技術開発機構は、屋上緑化等の設計、施
工、管理に係る多くの民間企業等からなる「特殊緑化共同研究会」を平成６年度から設置し、屋上緑化等に関する専門技術に関する
知識、先進的事例等についての情報を網羅的に把握している。さらに、本業務を昨年度も受託し、本業務に関する技術、知識の蓄積
があること等を考慮すると、(財)都市緑化技術開発機構は本業務を円滑かつ効率的に行う上で必要な、専門的な技術又は実績、経験
を有する唯一の団体であり、契約相手として、(財)都市緑化技術開発機構をおいて他にはない。したがって、本業務については、予
決令第１０２条の４第３号に基づき、（財）都市緑化技術開発機構と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募の手
続きを導
入
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671 （財）都市緑化基金
平成１７年度　全国都市緑化フェアの
事業効果に関する検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月19日 20,000,000

全国都市緑化フェア（以下、「緑化フェア」という。）は、都市緑化意識の高揚、都市緑化に関する知識の普及等を図ることによ
り、国、地方公共団体及び民間の協力による都市緑化を全国的に推進し、緑豊かな潤いのある都市づくりに寄与することを目的に、
昭和５８年度以来、現在までに２２回開催されている。この間、緑化フェアの開催都市の財政状況や、参加者である市民等の環境、
緑化に対する意識も変化しつつあり、今後の緑化フェアの開催にあたっては、これまでの事業効果等を踏まえ、時代の要請に適応し
たあり方を検討する必要がある。本調査業務は、このような状況を踏まえ、緑化フェアの開催状況等に関する資料・データを収集
し、定量的及び定性的な側面から分析を行うことによって、その事業効果と開催意義を検証するとともに、時代の要請事項に対応し
た今後の効率的な事業運営と効果的な事業成果を導き出すための知見を得ることを目的として実施するものである。このため、本調
査の実施に当たっては、これまで開催された緑化フェアに関する専門的な知識や技術、多様な情報等を十分に有していることが求め
られるとともに、同フェアは地方公共団体及び都市緑化に係る民間団体との協力のもとに開催される位置づけから、これらとの緊密
な連携が必要不可欠である。（財）都市緑化基金は、都市における民有地等の緑化推進を目的に、都市緑化に関する企画・立案、調
査研究、技術援助、普及啓蒙等を行うために設立された公益法人であり、国、地方公共団体、地方における都市緑化基金及び民間企
業等と連携を取りつつ、全国的なレベルで都市緑化の普及啓発活動等の展開を行っている唯一の団体である。また、同法人は、過去
に開催された緑化フェアの全てに主催者として携わることにより同フェアに関する専門的な知識や技術、多様な情報の蓄積を有して
おり、本調査業務を円滑かつ確実に遂行できる唯一の団体である。よって、本調査業務については、会計法第２９条の３第４項及び
予決令第102条の4第3号に基づき、財団法人　都市緑化基金と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

672 （財）都市緑化基金 平成１７年度　都市緑化推進調査
竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年7月1日 70,000,000

緑豊かな都市づくりを進めるには、都市公園の整備など公共事業による緑地の確保と併せ、都市の過半を占める民有地の緑化を推進
することが不可欠である。本業務は、民有地における緑化の推進を従来にも増して推進するとともに、市民レベルにおける緑化活動
の普及啓発を図る観点から、市民・企業・行政等が連携し、効果的な活動を実施するための方策の検討や、こうした活動の中心的な
推進者となる人材の育成に関する検討などを行い、パートナーシップ型活動を更に活発化させるための手法について、実践を通して
の検証を踏まえながら検討を行うものである。また、企業等による主体的な緑地の保全・創出活動の推進のために、昨年度試行を開
始した評価システムの改良を図るとともに普及方策の検討を行うものである。このため、本調査の実施に当たっては、民有地緑化の
現状及び地方都市緑化基金の活動内容を熟知するとともに、住民・企業・行政が連携した住民参加による緑化活動にかかる専門的知
識、経験を有していることが求められる。(財)都市緑化基金は、都市における民有地等の緑化推進を目的に、都市緑化に関する企
画・立案、調査研究、普及啓蒙等を行うために設立された公益法人であり、国、地方公共団体、地方における都市緑化基金及び民間
企業等と連携を取りつつ、全国レベルで都市緑化の普及啓発活動の展開を行っている唯一の団体である。また、同法人は、都市緑化
基金の活用を主とする民有地の緑化や都市緑化施策及びグラウンドワークに関して専門的な知識や技術を有するとともに、都市緑化
の普及啓発方策等ソフト施策の考案に係わる調査・研究に関し豊富な実績を有している。さらに、(財)都市緑化基金は、全国に約
270団体ある地方緑化基金からなる都市緑化基金等連絡協議会の事務局を務め、地方における都市緑化活動等の状況についても熟知し
ており、本業務の履行において必要な実績と情報を有する唯一の団体であり、契約相手として、(財)都市緑化基金をおいて他にはな
い。　したがって、本業務については、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号に基づき、財団法人　都市緑化基金と随意
契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

673 （財）日本緑化センター
都市における緑の保全・創出に関する
調査

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年6月21日 35,000,000

本業務は、都市における緑の保全、創出を推進し、良好な都市環境の形成を図るために、緑地に関する基礎データの把握を行い、継
続的な全国調査により法制度等に基づく緑地に関するデータを蓄積するとともに、現在統一基準の存在しない「緑地」の把握方法に
ついて、各地方公共団体における独自の取り組みを調査・整理し、共通の定義、把握手法の構築に向けて検討を行うものである。本
業務にあたっては、緑地の保全と創出について専門的かつ広範な知識と、緑化に関する技術的知見の蓄積、緑化用樹木の市場及び流
通の現状及び動向についての幅広い知識が必要であり、緑の保全と創出の現状と問題点を十分に把握したうえで、専門的な技術力を
もって実施することが必要である。(財)日本緑化センターは、緑化に関する情報の収集・提供、緑化用樹木等の適正な流通システム
の開発等を主な業務の１つとしている公益法人であり、幅広い緑化政策に関する知見及び緑化技術に関する専門的な技術力を持つと
ともに専門技術者を多く有する法人であり、本業務を行う上で必要となる特に専門的な技術及び経験を有している。さらに、本業務
を昨年度も受託し、本業務に関する技術、知識の蓄積があること等を考慮すると、(財)日本緑化センターは本業務の履行において必
要なこれらの技術経験を有する唯一の団体であり、契約相手として、(財)日本緑化センターをおいて他にはない。よって、本業務に
ついては、予決令第102条の4第3号に基づき、(財)日本緑化センターと随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

674 （財）日本造園修景協会
古都における歴史的風土の保存に関す
る調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月20日 12,000,000

本業務は、良好な景観形成に対する地域の取組みが本格化する中で、地域固有の資源である歴史的な風土の活用を図るため、古都保
存行政で培われた理念と枠組みをもとに、古都以外の都市における歴史的・文化的資産を活かしたまちづくり・地域づくりのあり方
を検討するものである。本業務の実施に当たっては、歴史的風土の保存と活用に関する専門的かつ広範な知識や、現況の古都におけ
る歴史的風土の保存の現状や課題とともに、古都以外の都市における歴史的風土の現状や景観保全に関する専門的な知識、景観解析
技術及び修景技術の蓄積を必要とする等、極めて特殊なものである。(財)日本造園修景協会は、造園修景に関する調査、計画、設
計、施工管理技術の研究及び開発を主たる事業とする法人であり、造園及び景観に関する知識と技術力を有し、本業務を行うための
十分な体制を有している。これまでにも、公園等の修景・緑化に関する調査、設計業務、景観解析調査等造園修景に関する調査研究
を多く実施し、国営飛鳥歴史公園や国営吉野ヶ里歴史公園における修景計画業務等を通じて、歴史的風土の保存や修景技術に関する
技術的蓄積も多く、平成10年度から実施している歴史的風土の保存に関する調査を受託し、実績を上げている。これらのことから、
(財)日本造園修景協会は、修景、景観、歴史的風土の保存に関する知見、技術力を持ち、本調査研究を総合的に行うことができる唯
一の団体であり、契約相手として、(財)日本造園修景協会をおいて他にはない。よって、本業務については、会計法第29条の３第４
項及び、予決令第102条の4第3号に基づき、(財)日本造園修景協会と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

675 （財）古都保存財団
古都における歴史的風土の保全利用施
設のあり方に関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月12日 7,000,000

本業務は、国際的な文化観光資源である古都における歴史的風土を的確に保存・承継するため、古都における歴史的風土保存の現況
を把握するとともに、歴史的風土に配慮した保全利用施設のあり方について整理を行うものである。本業務の実施には、古都におけ
る歴史的風土の保存に関する専門的かつ広範な知識、保存の現況と課題に関する認識が必要とされるとともに、歴史的風土を阻害す
る個別要因が発生するに至った経緯に関する専門的知識が必要である。（財）古都保存財団は、古都における歴史的風土の保存に関
する普及啓発・調査研究等を事業内容とし、全国レベルで古都保存に係る諸問題に対応している唯一の団体である。これまでにも、
京都、奈良、鎌倉など全ての古都における歴史的風土の保存に関する現況調査を継続して実施し、歴史的風土の保存に関する広範な
知識を蓄積しているとともに、各古都の有する諸課題等が発生するに至った要因を時系列的に把握している。これらのことから、
（財）古都保存財団は、本調査研究を総合的見地から実施することができる唯一の団体と考えられ、契約相手として（財）古都保存
財団をおいて他にはない。したがって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、
（財）古都保存財団と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

676
（社）全日本屋外広告業
団体連合会

屋外広告物の整序化による良好な景観
形成推進方策検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月21日 7,000,000

本調査は、都道府県の屋外広告物規制等の実態について全国的な調査を行うとともに、違反屋外広告物や違反屋外広告業者に対する
対応方策の検討を行うことで、屋外広告物に係る現状に適切に対処し、良好な景観の形成等、時代の要請にあわせた屋外広告物行政
の確実な遂行に資することを目的とするものである。したがって、本調査においては、統計調査に関するノウハウとともに、屋外広
告物の現状と問題点等を十分に把握し、屋外広告物に関する十分な知識を有していることが必要不可欠である。これに加え、本調査
の円滑な遂行のためには、各地方公共団体の協力が必要不可欠であることから、地方公共団体の屋外広告物担当部局と十分な信頼関
係にあることが必要である。（社）全日本屋外広告業団体連合会は、屋外広告業界の融和、協調の下に屋外広告業界の健全な発達を
図り、もって国土の良好な景観並びにわか国産業経済の発展に寄与することを目的として設立された法人で、屋外広告に関する資料
の収集及び調査、関係官庁との折衝及び屋外広告行政に対する協力、広告景観に関し、市民を啓発するための図書、機関誌、資料等
の刊行等を業務内容としている。具体的には、（社）全日本屋外広告業団体連合会は、地方公共団体と共同で行う違反広告物除却
キャンペーンの実施、国等から依頼される各種統計、調査の委託など屋外広告物行政に関わる各種活動等について総合的に取り組ん
でいるところであり、上記の本調査を適切に執行しうる唯一の委託先である。加えて、同連合会は国土交通省都市・地域整備局の委
託調査として「屋外広告物行政の課題に対応するための制度構築に関する調査」（平成１２年度）を受託する等、実績を積んできて
おり、本調査の実施を委託するに足る能力、知識、経験を有する契約相手は同連合会をおいて他にはいない。 したがって、本調査に
ついては、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、（財）都市緑化技術開発機構と随意契約を行うも
のである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

677 （独）建築研究所
平成１７年度　壁面緑化モデル実験装
置製作及び効果測定調査

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年6月28日 10,000,000

本業務は、都心部における緑化を推進するための新たな法制度の創設等近年の特殊緑化技術の需要の高まりを受け、市街地の大半を
占める建築敷地の緑化を推進する一手法として、壁面緑化の普及推進を図るため、壁面緑化モデル実験装置を用いた熱環境改善効果
の計測を行い、今後の都市緑化に係る推進方策を具体化していくための基礎的資料を得ることを目的として実施するものである。し
たがって、本調査においては、建築物及び都市計画制度に関する、高度かつ専門的な知識と技術力を有することが必要とされる。独
立行政法人建築研究所は、建築及び都市計画に係る技術に関する調査、試験、研究及び開発を行い、建築・都市計画技術に関する指
導及び、研究成果を普及させることを目的として設立された法人である。このため同法人は、都市計画及び建築技術に関する専門的
な技術力を持つとともに専門技術者を多く擁しており、大規模建築物敷地等における効果的な緑化モデルに関する検討を進めるため
に充分な体制と、本業務を行う上で必要となる特に専門的な知識または経験を持つ。同法人は、本業務の履行において必要なこれら
の技術経験を有する唯一の団体であり、契約相手として独立行政法人　建築研究所をおいて他にはない。したがって、本業務につい
ては、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、独立行政法人　建築研究所と随意契約を行うものであ
る。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募の手
続きを導
入

678 （社）日本公園緑地協会
全国都市再生モデル調査（東京都世田
谷区、大阪府堺市）水と緑豊かな都市
環境形成検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月19日 12,418,000

本業務は、先導的な都市再生活動として、東京都世田谷区及び大阪府堺市において、少子高齢社会の到来を踏まえた子育てを支援す
るための公園の活用方法を検討するとともに、高齢者の社会参画を促すための仕組みづくりを公園の森づくりを通じて検討すること
によって、これからの時代に求められる公園の活用方法の提案を行うものである。従って本業務の遂行にあたっては、都市公園等に
関する諸施策、諸制度に関する知識と理解、国内外における幅広い知見、事業全般にわたる高度かつ専門的な知識、ならびにワーク
ショップの開催や、市民、ＮＰＯ、専門家、行政機関との高度な調整能力を有することが必要とされる。(社)日本公園緑地協会は、
「公園、緑地等に関する事業の健全な発達を図るとともに、国土緑化、都市緑化等の推進に寄与する」ことを目的として設立された
法人である。これまでに、個々の公園緑地の計画・設計を数多く手がけるとともに、公園緑地の計画、設計の標準となる技術解説書
や工事の仕様書に関する解説書を作成し、公園緑地整備のノウハウを提供するほか、都市公園整備の現況調査、機関紙「公園緑地」
の編集発行等の公園緑地の整備推進に関わる調査研究について総合的に取り組み、公園緑地の計画･設計･施工･管理等、公園緑地制度
全般にわたって、高度で幅広い知識と豊富な経験を有している。また同協会は、こどもから高齢者まですべての人が快適に公園を利
用できる公園づくりを推進するための指針である「みんなのための公園づくり～ユニバーサルデザイン手法による設計指針」（平成
１１年７月）及び、身近な公園の現状・ニーズ等を整理した「公園は今」（平成１５年６月）を刊行するなど、本業務遂行にあたっ
て必要な知見を有している。上記のとおり、本業務の実施に当たって同協会に委託するに足る能力、知識、経験を有する団体は他に
存在しないため、契約相手として、(社)日本公園緑地協会をおいて他にはない。よって、本業務については、会計法第２９条の３第
４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、(社)日本公園緑地協会と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

679 （社）日本公園緑地協会
全国都市再生モデル調査（草津町）水
と緑豊かな都市環境形成検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月19日 6,209,000

本業務は、先導的な都市再生活動として群馬県草津町において「次世代育成」、「防災」、「誘客」の視点から公園のあり方や活用
方策を見直すとともに、住民の企画・運営への主体的な参加や取り組みを促すプログラムの検討を行い、住民参加による公園運営等
の計画案の作成を行うものである。従って本業務の遂行にあたっては、都市公園等に関する諸施策、諸制度に関する知識と理解、国
内外における幅広い知見、事業全般にわたる高度かつ専門的な知識、ならびにワークショップや委員会のコーディネート等の市民、
ＮＰＯ、専門家、行政機関との高度な調整能力を有することが必要とされる。(社)日本公園緑地協会は、「公園、緑地等に関する事
業の健全な発達を図るとともに、国土緑化、都市緑化等の推進に寄与する」ことを目的として設立された法人である。これまでに、
個々の公園緑地の計画・設計を数多く手がけるとともに、公園緑地の計画、設計の標準となる技術解説書や工事の仕様書に関する解
説書を作成し、公園緑地整備のノウハウを提供するほか、都市公園整備の現況調査、機関紙「公園緑地」の編集発行等の公園緑地の
整備推進に関わる調査研究について総合的に取り組み、公園緑地の計画･設計･施工･管理等、公園緑地制度全般にわたって、高度で幅
広い知識と豊富な経験を有している。上記のとおり、本業務の実施に当たって同協会に委託するに足る能力、知識、経験を有する団
体は他に存在しないため、契約相手として、(社)日本公園緑地協会をおいて他にはない。よって、本業務については、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、(社)日本公園緑地協会と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

680 （財）日本緑化センター
外来生物による被害の防止等に配慮し
た緑化植物取扱方針検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月4日 17,650,000

本業務は、特定外来生物被害防止法の成立を踏まえ、公共事業関連省庁において、工事法面の早期緑化材として人為的に持ち込まれ
た外来生物が、既存の生態系等に及ぼしている影響を現地調査等により把握し、代替性等の検討も含め緑化植物の基本的な考え方や
取扱方針を検討するものである。本業務にあたっては、緑化工事について専門的かつ広範な知識と、緑化に関する技術的知見の蓄
積、緑化植物の市場及び流通の現状及び動向についての幅広い知識が必要であり、緑化植物の現状と問題点を十分に把握したうえ
で、専門的な技術力をもって実施することが必要である。(財)日本緑化センターは、緑化に関する総合的な調査研究、緑化に関する
情報の収集・提供、緑化用樹木等の適正な流通システムの開発等を主な業務の１つとしている公益法人であり、幅広い緑化政策に関
する知見及び緑化技術に関する専門的な技術力を持つとともに専門技術者を多く有する法人であり、本業務を行う上で必要となる特
に専門的な技術及び経験を有している。また、本業務は事業横断的な検討を行うものであり、森林環境整備や治山緑化等都市域に限
定されない緑化事業の調査研究の蓄積があること等を考慮すると、(財)日本緑化センターは本業務の履行において必要なこれらの技
術経験を有する唯一の団体であり、契約相手として、(財)日本緑化センターをおいて他にはない。よって、本業務については、会計
法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、(財)日本緑化センターと随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

681
（財）都市緑化技術開発
機構

既存ストック等の効率的管理による環
境の保全・再生・創出方策検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月26日 9,810,000

本業務は、都市域を中心としたエコロジカルネットワークの構築を推進するため、ネットワーク形成を実現するうえでの公園緑地の
位置づけや役割を整理し、公園緑地事業における既存ストックの管理・活用及び良好な自然環境・生活環境の保全・再生・創出の観
点から必要な取組みや効果的な事業推進方策等を検討することにより、国土全体の良好な環境の保全・再生・創出の実現に資するこ
とを目的とするものである。本調査研究にあたっては、公園・緑地や都市緑化など都市域における緑地環境推進の分野に関して公園
緑地の計画、制度、公共施設の緑化技術等に係る高度かつ専門的な知識が必要であり、さらに、国土全体の観点から公園緑地、都市
緑化の現状と問題点を十分に把握したうえで、専門的な技術力により行うという観点から極めて特殊なものである。（財)都市緑化技
術開発機構は、「都市における緑化のための植栽植物の育成、管理並びに良好な緑化空間の創出に関する調査研究及び技術開発を行
い、もって緑豊かな都市づくりに寄与する」ことを目的として設立された法人である。これまでに、都市における良好な緑化空間の
創出に関する調査研究及び技術開発の一環として、新たな緑化空間の創出に関する調査研究及び技術開発や自然的環境の保全、整
備、管理等に関する調査研究及び技術開発を行うなど、緑化空間の創出や公園緑地等の管理に関する高度かつ専門的な知見と経験及
び技術力を蓄積している。このように(財)都市緑化技術開発機構は本業務を円滑かつ効率的に行う上で必要な、専門的な技術又は実
績、経験を有する唯一の団体であり、契約相手として、(財)都市緑化技術開発機構をおいて他にはない。したがって、本業務につい
ては、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、（財）都市緑化技術開発機構と随意契約を行うもので
ある。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

682
（財）下水道新技術推進
機構

下水道の地震対策技術検討に関する調
査

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年4月22日 34,000,000

本業務を行うに当たっては、下水道に関する専門的な知識と高度な技術・経験が必要である。（財）下水道新技術推進機構は、寄付
行為上、下水道に関する新技術の研究及び開発を行うとともに、下水道事業への新技術の導入を促進すること等により、下水道事業
の効率的かつ円滑な推進を図る業務を目的として設立された法人である。また同法人は、内部に下水道新技術研究所が設置されてお
り、下水道に係る調査検討等を行うための十分な体制が整えられている。そのため、同法人は、本業務を行う上で必要とされる特に
高度で専門的な技術および経験を有している。また、同法人は阪神・淡路大震災を踏まえて「下水道管路の地震時対策のあり方に関
する調査・研究」を行い、 新の技術資料として「耐震性管路材料技術資料」等をまとめている他、耐震性管路材料に関する数多く
の建設技術審査証明を実施するなど、下水道施設の耐震対策に関する知識及び情報等を有している。さらに本業務は、同法人におい
て平成１６年度に実施した「下水道の地震対策技術検討に関する調査」結果に基づいて検討を行うものであり、同法人に本業務を請
け負わすことにより、円滑な業務の遂行ができる。これらのことから、本業務を効率的かつ合理的に行えるのは、同法人をおいて他
にはない。したがって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき（財）下水道新技
術推進機構と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

683 （社）日本下水道協会
下水道の今後のあるべき姿と取組方策
に関する検討業務

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年4月25日 5,000,000

下水道に関しては、下水道整備の後れている中小市町村を中心とした普及促進、都市における緊急的な浸水対策の推進、合流式下水
道の緊急改善、高度処理の推進、下水道施設・資源の有効利用等の諸課題への対応など、地域の状況に応じた重点的な事業展開が必
要とされており、それらの施策・事業について、中長期的な視点による実施のあり方、流域管理の視点による対応方針、また、それ
らのための費用負担のあり方等を検討するためには、社会経済状況および社会資本全般に関わる資料収集及び調査分析能力、並びに
下水道事業を客観的な立場から分析判断するための総合的な知識が必要である。社団法人日本下水道協会は、定款上、①下水道事業
の経営に関する調査研究業務、②下水道の技術に関する調査研究業務、③下水道の設計及び調査に関する業務　などを目的として設
立された法人であり、下水道全般に関する専門的・技術的な知識を有している。また、同法人は下水道事業を実施している地方公共
団体を正会員とする組織であり、各都道府県内に地方支部を有しており、豊富な人材と資料の蓄積により、高い調査分析能力を有し
ている。このため、社会経済及び公共事業における問題点や解決方法を提起できる能力を有しており、下水道分野においても数多く
の実績を残している。また、平成１６年度に開催されていた下水道政策研究委員会について、社団法人日本下水道協会において運営
等が実施されていたところである。これら既存の実績等も併せ考えた場合、業務委託先は社団法人日本下水道協会をおいて他にはな
い。よって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、社団法人日本下水道協会と
随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

684 日本下水道事業団
コスト削減を目的とした新たな下水処
理技術の開発に関する調査

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年6月1日 20,000,000

日本下水道事業団（ＪＳ）は、平成１０～１２年度にＭＦ膜等を用いた浸漬型膜分離活性汚泥法の下水処理への適用について民間と
の共同研究等を行ない実用化の可能な技術として都市下水処理における有効性を明らかにしている。また、「下水処理施設のコスト
縮減を目的とした技術開発に関する調査（平成10年度～11年度）」｢ろ材や膜を活用した効率的な下水処理システムの実用化に関する
調査（平成12年度～14年度）｣を実施し、下水道分野における膜処理システムの設計・管理に必要な技術的事項に関する多くの情報を
蓄積しており本調査の遂行において必要な知見と経験を十分に有する。さらにJSではこれらの調査結果を踏まえて、ＪＳが設置する
学識者等で構成する第三者委員会に諮り、平成15年に膜分離活性汚泥法の技術評価をとりまとめており、当処理法を設計、建設する
知見を十分に有する唯一の機関である。したがって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第102条の4第3号に基
づき日本下水道事業団と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

685 日本下水道事業団
合流式下水道雨天時汚濁負荷削減の効
率的管理手法の開発調査

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年6月1日 15,000,000

調査にあたっては合流式下水道およびそのモニタリングに関する知識のみならずそれらを具体的な施設計画に反映させる経験と知識
が求められる。日本下水道事業団は、平成１１年度～１４年度に「雨天時における汚濁負荷を削減するための下水道の新たな改善策
に関する調査」を実施するなど合流式下水道の幅広い知識を蓄積している。また、合流式下水道を採用している施設を含め多くの下
水処理場において、改築・更新のための調査、設計、建設を受託しており、合流式下水道の改築・更新に関する経験、知見を多く蓄
積しており、本調査の遂行において必要な知見を十分に有する唯一の機関である。したがって、本業務については、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第102条の4第3号に基づき日本下水道事業団と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）
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686 日本下水道事業団
バイオマス資源としての下水汚泥有効
利用促進に関する調査業務

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年6月1日 20,000,000

調査の実施にあたっては、汚泥の発生量、品質、性状、汚泥再利用製品のニーズ等の幅広い知見が必要となるだけでなく、汚泥を燃
料利用するための加工技術、安全性評価の手法などに関する十分な知見が業務執行上不可欠である。日本下水道事業団は、平成12年
度から13年度にかけて「下水汚泥資材の製品特性と利用拡大に関する調査」を実施しており、汚泥資材の製品品質・流通体系の実態
調査及び下水汚泥製品を生産している自治体の要望等に関する多くの情報を有し、さらに平成１４年度から１５年度において「汚泥
有効利用方式に関する調査」を実施し、下水道事業以外の主に生ごみや家畜ふん尿処理施設から発生する汚泥等を取り込んだ汚泥処
理についても検討し、十分な知見を有している。また、自ら、平成13年度から14年度において「新技術導入の自己評価（炭化汚泥の
安全性）」を実施し炭化汚泥の発熱・発火を抑制し安全に管理する手法を確立するとともに、平成15年においては下水汚泥の炭化シ
ステム及び生成される炭化製品の諸物性の技術評価を実施し、炭化物の物性及び有効利用用途を整理し炭化システムの施設設計手法
及び運転管理手法を確立しており、汚泥のエネルギー利用技術、安全性の評価等、本調査の遂行において必要な知見を十分に有する
唯一の機関である。したがって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第102条の4第3号に基づき日本下水道事業
団と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募の手
続きを導
入

687 日本下水道事業団
下水処理施設から発生する臭気に対す
る土壌脱臭装置の性能に関する調査業
務

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年6月1日 6,000,000

本調査にあたっては、下水処理全般について熟知するとともに脱臭技術に関する技術的知見が必要である。日本下水道事業団は、多
数の下水処理施設の設計、建設を手がけるとともに、その運転管理に関しても技術援助業務を実施している。また、脱臭技術に関し
ては、平成２年度から平成４年度にかけて「下水道施設における生物脱臭技術の開発に関する調査」を実施しており、脱臭技術や処
理場から発生する臭気、ﾒｶﾆｽﾞﾑに関して多くの知見を有している。また、自ら平成6年度から平成7年度にかけて「新技術導入の事後
評価（生物脱臭法）」を実施しており、維持管理状況に関する多くの情報を有している。このように、日本下水道事業団は本調査の
遂行において必要な下水に関する設計、建設、維持管理等の一連の知見を十分に有する唯一の機関である。したがって、本業務につ
いては、会計法第２９条の３第４項及び予決令第102条の４第３号に基づき、日本下水道事業団と随意契約を行なうものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

688 日本下水道事業団
放流水質に応じた適正な設計手法等の
再評価に関する調査

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年6月1日 20,000,000

調査にあたっては下水処理施設の設計・運転管理に関する高度な知見が求められるだけでなく、実際の運転状況を取りまとめ、設計
手法に反映させる技術的な能力が求められる。日本下水道事業団は、これまで各種生物処理方法の施設設計・建設、維持管理に関す
る技術援助業務や地方受託調査などを基盤に多くの下水処理場の設計・運転管理に関する知見・ノウハウを蓄積してきた。さらに、
技術開発、事後評価、技術評価などを通して、自ら設計指針等を整備しており、これらの施設設計手法の整理に関する技術的な情
報・ノウハウを蓄積している。このように、日本下水道事業団は本調査の遂行において必要な下水道の設計、建設、維持管理、技術
評価および設計手法の構築に関する一連の知見を十分に有する唯一の機関である。よって、本業務については、会計法第２９条の３
第４項及び予決令第102条の4第3号に基づき日本下水道事業団と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

689 日本下水道事業団
安全性確保のための下水処理技術開発
に関する調査

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年6月1日 22,000,000

本調査にあたっては、下水処理や処理水水質について熟知するとともに消毒技術や処理水の再利用に関する技術的知見が必要であ
る。日本下水道事業団は、「 近の消毒技術の評価（平成６年度～平成９年度）」や「処理場放流水の安全性向上技術に関する調査
（平成９年度～平成１１年度）」等の調査を実施しており、消毒技術や処理水再利用技術に関して多くの知見を有している。また、
多数の下水処理施設の設計、建設を手がけるとともに、その運転管理に関しても技術援助業務を実施している。このように、日本下
水道事業団は本調査の遂行において必要な技術的知見を十分に有する唯一の機関である。したがって、本業務については、会計法第
２９条の３第４項及び予決令第102条の４第３号に基づき、日本下水道事業団と随意契約を行なうものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募の手
続きを導
入

690 日本下水道事業団
アセットマネジメントを目的とした効
率的な施設診断手法に関する調査

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年6月1日 20,000,000

本調査にあたっては、改築・更新事業について熟知するとともに、施設の機能診断手法、劣化状況の評価などに関する高度な技術的
知見が求められる。日本下水道事業団は、多数の下水処理施設の設計、建設を手がけるとともに、年間５０件以上の、改築・更新事
業を実施している。このように、診断、計画、設計、実施の一連の事業を実施しており、機能診断の結果を計画、設計に反映し 適
な事業を実施するのに十分な、知見と経験を保有している。さらに、構造物の劣化に関する多くの調査を行い、コンクリート施設の
防食・腐食抑制技術の技術開発を進め、施設の劣化評価に関する高度な知見を有している。このように、日本下水道事業団は本調査
の遂行において必要な改築・更新事業の知見を十分に有する唯一の機関である。したがって、本業務については、会計法第２９条の
３第４項及び予決令第102条の４第３号に基づき、日本下水道事業団と随意契約を行なうものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

691 日本下水道事業団
下水道事業のグローバル化に関する調
査

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年6月1日 5,000,000

本調査においては、特定の民間部門に偏らず、公平に検討する視点と海外における下水道整備プロジェクトを分析し、そのマネジメ
ントのあり方を分析する能力が求められる。日本下水道事業団は、平成１５年度、１６年度に「下水道事業のグローバル化に関する
調査」を実施し、下水道に関係する国内の民間セクターと公的セクターの連携のあり方、行政の関わり方を検討したほか、平成１４
年度にも「都市排水のマネジメントのあり方に関する調査」を実施し、民間企業と公的部門の連携のあり方について広く検討を行っ
てきており、さらに海外における下水道事業を支援するため専門家を派遣するなど本業務に必要な知見と経験を備えている。さら
に、本調査では海外情報センターの設置に関する検討を行なうが、日本下水道事業団は、日本の下水道分野の国際協力のうちＪＩＣ
Ａ等を通じた技術協力の一つである集団研修を過去30年以上にわたり担当し、海外の下水道情報について広範囲かつ集約された情報
を持つ唯一の機関である。したがって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第102条の4第3号に基づき日本下水
道事業団と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）
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692
（財）下水道新技術推進
機構

下水道の新技術開発に関する調査
竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年7月1日 22,500,000

本業務を行うためには、下水道に係る新たな技術に関する知識、経験及び調査実績を踏まえた上で、下水道新技術に係る情報を体系
的に整理することができる知見を持ち合わせているとともに、大学の研究機関、日本下水道事業団、地方自治体等との連絡･調整を密
に行い、効率的かつ円滑に業務を遂行する能力を持ち合わせていることが必要不可欠である。（財）下水道新技術推進機構は、下水
道に関する新技術の研究及び開発を行うと共に、下水道事業への新技術の導入を促進することなどにより、下水道事業の効率的かつ
円滑な推進を図る業務を目的として設立された法人であり、内部には下水道新技術研究所が設置され、下水道に係る調査検討等を行
うための十分な体制およびその内容を審議、評価する委員会が整えられており、本業務を行う上で必要とされる特に高度で専門的な
技術および経験を有している。また、平成8年度から国の関係機関および政令指定都市等の「下水道分野の技術開発に関する調査」
を、平成10年度からは、全国の「下水道汚泥等の資源有効利用状況に関する調査」を同法人に委託しており、この調査により得られ
たデータは同法人の独自のシステムにより電子化されており、毎年の調査データに基づき順次更新している状況にある。さらに、平
成13年度から「下水道技術開発プロジェクト（SPIRIT21）」の事務局を同法人が担当し、本プロジェクトの 初のテーマを平成16年
度に終え、二番目のテーマである「下水汚泥資源化・先端技術誘導プロジェクト（LOTUS  Project）」の事務局を平成14年度から担
当している状況にある。一方、地球温暖化対策、省エネルギー対策及びヒートアイランド対策に関する調査は、平成16年度に同法人
に委託した「下水道事業における地球温暖化対策に資する都市環境施策の検討調査」の継続調査である。従って、それら調査に基づ
き「地球温暖化対策」「省エネルギー対策」「ヒートアイランド対策」のあり方を検討するには、過年度までに得られた調査データ
等の効率的な活用および調査内容を審議、評価する委員会の設置、運営が委託の必須条件となる。これらのことから、本業務委託を
も効率的かつ合理的に行えるのは、同法人をおいて他にない。したがって、会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第

３号に基づき随意契約をおこなうものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募の手
続きを導
入

693 （社）日本下水道協会
有害物質等流入事故時における対応策
等における調査検討

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月9日 5,000,000

社団法人日本下水道協会は、下水道に関する調査研究を行うとともに、下水道の普及による公共用水域の清らかな水環境の創造を目
的に設立された法人として、下水道事業全般に関する専門的かつ技術的知識を豊富に有し、これまでも下水道施設の設計・計画から
維持管理、経営に至るまで数多くの調査・研究実績を有している。今回の業務は、地方公共団体における維持管理に関する具体的な
実態を基本に調査・検討を行うため、下水道事業を実施している地方公共団体を正会員とする同法人を活用することにより、他の資
料の活用、実態を反映した資料提供など一元的に行うことができる。このように、下水道の維持管理のみならず、下水道事業全般の
知識の集積、経験を有するとともに、 も精通している法人であることから、本業務を行う上で必要とされる下水道の維持管理に関
する知識・経験を有する者は、同法人をおいて他にない。よって、（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）
に基づき、同法人と随意契約を行うものである。 見直の余地が

あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

694 日本下水道事業団
下水処理場等における省エネ対策検討
調査業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月3日 2,500,000

下水処理場等における省エネルギー対策は、個々の機器に関する効率化のみならず、施設の機能を理解した上で、システムバランス
や運転操作のあり方等についても把握し、施設全体でのエネルギー収支を検討する必要がある等、非常に専門的な知識を以って実施
されているところであり、本業務を行うためには、下水処理場等の機器の運転やシステムの機能に関する高度な技術的知見を有する
ことが不可欠である。日本下水道事業団は、日本下水道事業団法（昭和４７年法律第４１号）第１条により、下水道の根幹的施設の
建設及び維持管理並びに下水道に関する技術開発及び実用化を図ること、下水道の整備を促進し、生活環境の改善と公共用水域の水
質の保全に寄与することとされており、下水道事業について豊富な経験と知識を有しており、かつ、十分な資料を有している。ま
た、昭和47年の設立以来、全国の下水処理場の約６割を建設してきた実績を有するとともに、下水道施設のライフサイクル（計画、
設計、建設、維持管理）の各段階において各種の省エネ対策を精力的に検討してきており、本調査の目的、調査内容、解析手法等を
熟知しているとともに、全国的な視野に立ち、効率的に調査・解析を実施することが可能であり、本業務を行えるのは、同法人をお
いて他にない。したがって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき日本下水道事
業団と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

695
（社）日本下水道光ファ
イバー技術協会

下水道光ファイバーの戦略的ＰＲ手法
検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月11日 4,000,000

本業務では、近年本格的に稼働した下水道光ファイバーによる地域情報化を中心に、普及促進に向けたフォーラムを開催しながら、
地域特性に応じた下水道光ファイバーの戦略的ＰＲ手法について調査検討を行うものであり、下水道及び光ファイバーに関する専門
的な知識と高度な技術・経験が必要である。（社）日本下水道光ファイバー技術協会は、下水道光ファイバーに関する技術の向上と
普及を図り、併せてその活用を有効かつ適切に行うことにより、下水道事業の発展に寄与するとともに、社会の高度情報化の促進に
資することを目的として設立された法人であり、下水道に係る光ファイバー普及促進等の調査検討を行うために十分な体制が整えら
れている。そのため、同法人は、本業務を行う上で必要とされる特に高度で専門的な技術および経験を有している。また、同法人
は、平成１６年度に「下水道光ファイバー整備促進策の検討調査」等を実施しており、これらの成果を踏まえた上で業務を実施する
ため、円滑な業務の遂行が可能である。これらのことから、本業務を行えるのは、同法人をおいて他にはない。したがって、本業務
については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき（社）日本下水道光ファイバー技術協会と随意契
約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

696
（社）全国上下水道コン
サルタント協会

２１世紀型下水道の転換に向けた今後
の下水道事業のあり方に関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月21日 14,000,000

本業務では、今後の社会情勢の変化を適切に把握し下水道事業への影響について調査検討するとともに、厳しい財政状況の中での効
率的かつ効果的な下水道事業のあり方について調査検討を行い、下水道を取り巻く周辺情報の収集・分析と下水道に関する専門的な
知識及び高度な技術・経験が必要である。（社）全国上下水道コンサルタント協会は、定款において、水道及び下水道（以下「上下
水道」という。）に関する技術の改善向上、調査、研究、情報の収集等を図り、上下水道の施設整備に貢献することを目的に定めて
おり、これらに係る多数の活動実績をあげるなど、今回の調査検討を行うために必要な情報収集・分析能力と下水道に関する専門的
な知識及び高度な技術・経験を有している。また、本業務の遂行にあたって、同法人は、平成１０年度の「効率的かつ効果的な下水
道整備のあり方に関する調査」、平成１２年度の「下水道の制度および事業効果に関する調査」、平成１３年度の「下水道の今後の
役割と事業の方向性に関する調査」、平成１５年度の「今後の下水道事業の方向性に関する調査」、平成１６年度の「下水道事業に
おける今後の取組の方向性に関する調査」を実施するなど本業務を実施するにあたっての十分な実績と必要な知見及び情報等を有す
るものであり、同法人に本業務を請け負わすことにより、円滑な業務の遂行ができる。これらのことから、本業務を行えるのは、同
法人をおいて他にはない。したがって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき
（社）全国上下水道コンサルタント協会と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

697 （社）日本下水道協会
効果的な下水道整備及び情報発信の実
践に関する調査検討

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月24日 7,000,000

下水道に関しては、下水道整備の後れている中小市町村を中心とした普及促進、都市における緊急的な浸水対策の推進、合流式下水
道の緊急改善、高度処理の推進、下水道施設・資源の有効利用等、多様な機能・役割を有しており、それらの施策・事業の効果的推
進方策、効果的な下水道情報発信の実践について検討するためには、下水道を取り巻く社会経済状況や下水道に対する国民のニー
ズ、および下水道事業全般に関わる資料収集及び調査分析能力、並びに下水道事業を客観的な立場から分析判断するための総合的な
知識が必要である。社団法人日本下水道協会は、定款上、①下水道事業の経営に関する調査研究業務、②下水道の技術に関する調査
研究業務、③下水道の設計及び調査に関する業務などを目的として設立された法人であり、下水道全般に関する専門的・技術的な知
識を有している。また、同法人は下水道事業を実施している地方公共団体を正会員とする組織であり、各都道府県内に地方支部を有
しており、豊富な人材と資料の蓄積により、高い調査分析能力を有している。また、本業務の遂行にあたって、同法人は、下水道施
設の適切な計画及び設計をするための指針である「下水道施設計画・設計指針」を策定しているほか、下水道事業の広報・広聴の意
義、広報・広聴の進め方とその手法、各地方公共団体の事例等をまとめた下水道広報マニュアルを策定しているとともに、平成１５
年の「下水道事業における戦略的情報発信に関する検討調査」を実施するなど本業務を実施するにあたっての十分な実績と必要な知
見及び情報等を有するものであり、同法人に本業務を請け負わすことにより、円滑な業務の遂行ができる。これら既存の実績等も併
せ考えた場合、業務委託先は社団法人日本下水道協会をおいて他にはない。よって、本業務については、会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、社団法人日本下水道協会と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

698
（財）下水道新技術推進
機構

持続可能な都市空間の形成に向けた下
水道資源の有効利用検討業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月1日 30,000,000

本業務を行うためには、地域別の下水再生水や下水汚泥の有効利用に係る豊富な情報を体系的に整理することができる知見を持ち合
わせているほか、下水汚泥のエネルギー利用に係る技術開発に関する動向を把握しているとともに、効率的かつ円滑に業務を遂行す
る能力を持ち合わせていることが必要不可欠である。（財）下水道新技術推進機構は、下水道に関する新技術の研究及び開発を行う
と共に、下水道事業への新技術の導入を促進することなどにより、下水道事業の効率的かつ円滑な推進を図る業務を目的として設立
された法人であり、内部には下水道新技術研究所が設置され、下水道に係る調査検討等を行うための十分な体制およびその内容を審
議、評価する委員会が整えられており、本業務を行う上で必要とされる特に高度で専門的な技術および経験を有している。また、平
成10年度から全国の「下水道汚泥等の資源有効利用状況に関する調査」を同法人に委託しており、この調査により得られた地域別の
下水再生水や下水汚泥の有効利用に係るデータは同法人の独自のシステムにより電子化されており、毎年の調査データに基づき順次
更新している状況にある。さらに、平成16年度に同法人に委託した「下水道事業における地球温暖化対策に資する都市環境施策の検
討調査」に基づき「ヒートアイランド対策」「地球温暖化対策」「省エネルギー対策」のあり方の検討を実施している。これらのこ
とから、本業務委託を行えるのは、同法人をおいて他にない。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度
から一般競争入札等
に移行）

699 （社）日本下水道協会
下水道分野における先進的取組みの海
外への情報発信に関する業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月1日 4,400,000

本業務を行うに当たっては、各種国際会議の運営について十分な経験を有している他、諸外国の下水道分野における 新情報につい
て十分な知見を有していることが必要である。（社）日本下水道協会は、同協会内に国際委員会を設置・運営しており、同委員会の
業務として各種国際会議や国際セミナーの開催を行っている実績がある。また、技術交流や海外からの研修生の受け入れを行う等に
より、数多くの海外の下水道関連団体や下水道専門家と交流がある他、下水道分野の 新情報について豊富な知識を有している。さ
らに、同協会は第3回世界水フォーラムにおいても下水道セッションを運営しており、世界水フォーラムについて熟知している。この
ように、本業務を行えるのは、同法人をおいて他にない。したがって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第
１０２条の４第３号に基づき（社）日本下水道協会と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

700
（社）全国上下水道コン
サルタント協会

流域管理のアプローチによる効率的な
下水道事業の推進に関する検討業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月20日 23,000,000

　本業務を遂行するにあたっては、高度処理共同負担事業制度の効率的な運用に関する検討、流域別下水道整備総合計画の再構築に
関する検討、内水ハザードマップに関する検討、高度処理・浸水対策等の費用効果分析手法の検討を行うことから、下水道の高度処
理技術、全国の下水処理場の高度処理の実態、浸水シミュレーション等について専門的で高度な知識を有していることが必要であ
る。
　社団法人全国上下水道コンサルタント協会は、全国の上下水道関連コンサルタント企業の技術力向上を図るために設立された上下
水道関連コンサルタントを会員とする唯一の社団法人である。当協会は各会員企業の豊富な人材と資料の蓄積により、種々の分野に
おいて高い調査分析能力ならびに専門的な知識を有している。また平成１５～１６年度において「閉鎖性水域における汚濁負荷排出
枠取引の下水道事業への適用方策検討調査」を実施しており、その経験・知識を活用することで本業務で求められる検討・調査をよ
り効率的かつ高精度に実施することができるなど、本業務を遂行ための十分な体制・能力を有しており、本業務の目的を達成する唯
一の法人である。
　　よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、同法人と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

701
（財）下水道新技術推進
機構

都市空間における下水再生水等の有効
活用方策検討業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月28日 30,948,000

　本業務では、下水再生水等の有効利用に関する知識を要求されるとともに、下水再生水の人への暴露による影響についても検討す
るため、公衆衛生に関する知識が求められる。また、下水再生水の水路への導水による水質改善効果等を検証するため、公共用水域
の水質変動予測に関する経験と高度な知識が求められる。
　財団法人下水道新技術推進機構は、寄附行為上、下水道に関する新技術の研究及び開発を行うとともに、下水道事業への新技術の
導入を促進すること等により、下水道事業の効率的かつ円滑な推進を図ることを目的に設立された法人である。このため下水道に対
する高度な知識と深い理解を有している。加えて、内部に下水道新技術研究所を設置しており、下水再生水・雨水等の活用ために要
求される水質・技術・施設を検討するための十分な体制が整っている。また、平成１６年度に業務委託した「下水道施設を活用した
水・緑空間手法検討業務」においては下水道施設の有効活用による水・緑空間整備に関する検討を、「下水処理水の再利用に関わる
水質基準等に関する調査研究」においては、下水処理水の再利用の際に考慮すべき水質基準を検討しており、下水道施設、下水再生
水等の有効利用、公衆衛生に関する高度な知識を有している。さらに、同年度に業務委託した「高度化に対応した 適な汚水処理の
ための施設整備の連携に関する調査」では、下水道・農業集落排水施設・浄化槽の整備による公共用水域の水質改善効果について検
証しており、水質変動の予測に関する経験と高度な知識を有している。以上のことから、本業務を行う上で必要となる条件を備えた
ものは同法人をおいて他にはない。
　　したがって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、財団法人下水道新技術
推進機構と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

702
（財）下水道新技術推進
機構

下水道の都市浸水対策技術に関する調
査検討業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月1日 3,100,000

  本業務の実施に際しては、下水道の雨水排除計画に関する知識のみならず、雨水流出解析モデルや浸水解析モデル、総合雨水対策
計画等に関する高度な技術、専門知識が必要であるとともに、公正な立場での調整が必要とされる。
　財団法人下水道新技術推進機構は、下水道に関する新技術の研究及び開発を行うとともに、下水道事業への新技術の導入を促進す
ること等により、下水道事業の効率的かつ円滑な推進を図る業務を目的として設立された法人であり、内部には下水道新技術研究所
が設置され、下水道に関わる調査検討等を行うための十分な体制が整えられている。また自主研究として、「雨水流出解析モデルに
関する調査研究」を行っているほか、地方公共団体との共同研究として「総合雨水対策計画策定に関する調査研究」「雨水浸透整備
計画に関する調査研究」を行い、国土交通省からの受託により「都市域における浸水解析モデルに関する調査研究」「都市水害対策
推進方策に関する調査研究」を行うなど、本調査に関連した広範な視点及び専門的かつ高度な技術力、経験を有しており、調査検討
には同法人の有する知識・ノウハウが必要不可欠である。
　これらのことから、本業務委託を行う上で、上記の特に専門的な技術並びに経験を有する者は、財団法人下水道新技術推進機構を
おいて他にはない。
　　したがって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、財団法人下水道新技術
推進機構と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

703
（財）下水道新技術推進
機構

新土木工事積算大系（下水道管渠編）
に関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月1日 5,000,000

　本業務は、『新土木工事積算大系（下水道管渠編）』の策定から５年が経過し、その間、下水道土木工事の積算歩掛が追加整備さ
れたことにより、同積算体系を見直しする必要が生じたため実施するもの。調査に際しては、下水道の施工技術や積算歩掛、工事特
記仕様書、適切な施工条件明示の方法など、広範囲な下水道に関する高度な技術、専門知識が必要であるとともに、公正な立場での
調整能力が必要である。
　財団法人下水道新技術推進機構は、「学会・民間・官界の知識と経験を結集して、新しい技術を研究、開発、評価及び普及促進し
ていくための組織」として設立された公益法人であり、『ます設置工及び取り付け管布設工の施工単価の整備』、『下水道土木工事
共通仕様書（案）』、『下水道管渠工事の施工条件明示の手引き（案）』などの研究・策定を行っており、本調査を行うための十分
な体制が整っている。
　また、これまでの業務実績をみても、下水道技術の研究・開発・評価、下水道工事の積算内容の透明性・客観性・効率化に関する
調査、下水道工事の施工条件の標準化・円滑化に関する調査を継続的に実施しており、下水道新技術推進機構はコンサルタント等の
他の機関にはない高度で豊富な知見と経験を活かして、これらの調査を実施し、内容的に十分な成果を上げている。
　本業務を行う上で、上記の専門的な技術並びに経験を有する者は、下水道新技術推進機構をおいて他にはない。
したがって、本業務については、会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号に基づき下水道新技術推進機構と随意契約を行うも
のである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募の手
続きを導
入

704 日本下水道事業団 下水道工事設計積算施工に関する調査
柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月1日 11,000,000

　本委託調査は、平成17年度において実施する下水道工事歩掛の実態調査の集計・解析並びに平成18年度下水道用設計標準歩掛表の
歩掛(案）を作成するものであり、業務実施に際しては、下水道事業についての広範囲にわたる高度な技術、専門知識並びに関係機関
との調整能力が必要であるとともに、公正な歩掛（案）でなければならないため秘密の遵守が特に必要とされる。
　　日本下水道事業団は、日本下水道事業団法（昭和47年法律第41号）第1条により、下水道の根幹的施設の建設及び維持管理並びに
下水道に関する技術開発及び実用化を図ること等により、下水道の整備を促進し、生活環境の改善と公共用水域の水質の保全に寄与
することとされている。
　日本下水道事業団は、上記の設立目的を達成するために下水道事業について豊富な経験と知識を有しており、かつ、十分な資料を
有している。また、下水道工事の歩掛調査に関するノウハウ及び蓄積を持ち、昭和52年度より継続して下水道事業の歩掛作成に関す
る調査を行っていることから、本調査の目的、調査内容、解析手法等を熟知しているとともに、全国的な視野に立ち、縦断的・統一
的観点から効率的に調査・解析を実施することができる。
　本業務を行う上で、上記の特に専門的な技術並びに経験を有する者は、日本下水道事業団をおいて他にはない。
　したがって、本業務については、会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号に基づき日本下水道事業団と随意契約を行うもの
である。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募の手
続きを導
入

705
（社）全国上下水道コン
サルタント協会

流域における水質の総合的な保全のた
めの連携方策検討業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月11日 23,270,000

　本業務の遂行に当たっては、緊急時におけるリスクの評価手法について上水道・下水道の観点から評価し、水道、河川等関係機関
の連携による対策を検討することから、上水道・下水道のいずれにも専門的でかつ高度な知識を有している必要がある。
　社団法人全国上下水道コンサルタント協会は、水道及び下水道（以下「上下水道」という。）に関する技術の改善向上、調査、研
究、情報の収集並びに上下水道コンサルタント業の健全なる発展を図り、もって、上下水道の施設整備に貢献することにより、広く
社会公共の福祉の増進に寄与することを目的に設立された唯一の社団法人である。このため、同法人は、上下水道のコンサルタント
業務の技術の向上に関する調査、研究および上下水道のコンサルタント業務に関する資料の収集等を行っており、同法人は上水道・
下水道の両分野で、専門的かつ高度な知識を有している。また、同法人の会員企業の豊富な人材と資料の蓄積により、種々の分野に
おいて高い調査分析能力及び専門的な知識を有している。以上のことから、同法人は本業務を遂行するための十分な能力を有してお
り、本業務を遂行できるのは同法人をおいて他にない。
　　よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、同法人と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
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講ずる措置 備考

706
（財）国土技術研究セン
ター

ポンプ施設の運転調整に関する評価手
法等の検討業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月5日 9,000,000

　本業務を遂行するにあたっては、ポンプ運転調整の外力条件となる河川側の降雨解析、流出解析および外水位条件の設定を行うこ
とから、下水道事業のみならず、河川事業等についても深い理解を有しているとともに、都市型水害についての造詣が深く、降雨設
定手法に関する高度な知識と経験を有していることが必要となる。
　　財団法人国土技術研究センターは、「わが国における建設技術発展の支柱となり、国と社会が要請する新しい建設技術に関する
調査研究を総合的、かつ、効果的に行うとともに、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、もって
国民福祉の向上に寄与すること」を目的に設立された財団法人であり、下水道および河川事業全般に関する専門的かつ高度な技術
力、経験を有している。特に、平成14年度には今回の検討課題の前段となる議論が行われた都市型水害対策検討委員会報告をまと
め、また平成16年度には本検討の基礎資料となる「河川計画を考慮した下水道計画策定のための降雨設定手法検討業務」をまとめた
実績があり、体制的にも充実しているうえ、これまでの検討経緯を熟知している唯一の法人である。
　これらのことから、本業務委託を行える専門的な技術並びに経験を有する者は、同法人をおいて他にはない。
　したがって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき財団法人国土技術研究セン
ターと随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募の手
続きを導
入

707
（社）日本下水道施設業
協会

下水道設備における改築更新技術基準
に関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月15日 4,600,000

　本業務は、下水道事業の機械・電機設備の改築更新事業を計画的に進める上で、必要不可欠な技術的側面からの判断基準等を策定
するために必要な検討調査を行うものである。
　（社）日本下水道施設業協会は、「下水道事業の促進に寄与することを目的に、技術の改善向上のための調査研究」などを行う組
織として設立された公益法人であり、本業務と密接に関連する「下水道システムのＬＣＡに関する原単位算出方法に関する共同研
究」、「下水道施設の機能確認方法についての調査」、「機械設備設計基準類の見直しに関する基礎調査」、「下水道施設機能保全
に関する調査」などの研究調査を行っており、本業務を行うための十分な体制が整っている。
　また、これまでの業務実績をみても、下水道技術の研究・開発・評価、下水道工事に関する効率性・コスト縮減に関する調査、製
品の品質管理に関する調査・資料収集、設計基準等技術基準の検討を継続的に実施しており、コンサルタント等の他の機関にはない
高度で豊富な知見と経験を活かして、これらの調査を実施し、内容的に十分な成果を上げている。
　本業務を行う上で、上記の専門的な技術並びに経験を有する者は、（社）日本下水道施設業協会をおいて他にはない。
　　したがって、本業務については、会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号に基づき（社）日本下水道施設業協会と随意契
約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

708 （財）河川環境管理財団
船橋市下水道施設上部利用計画策定業
務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月1日 6,209,000

　本業務の遂行に当たっては、業務の内容から、河川行政および下水道行政に対する広範な知識、都市内の水辺環境の整備、保全に
関する深い理解が求められる。
　河川環境管理財団は、河川環境の保全、整備及び総合的な調査研究等を行い、もって国民の生活環境の向上に寄与することを目的
として設立された財団法人であり、河川環境の整備と保全及び河川の利用に関する総合的な調査研究、河川の水環境の保全に関する
調査研究を行っている。このことから、河川行政に対する深い理解を有している。また、同法人は、「下水道を中心とした水面確保
方策調査検討」の調査を通して下水道行政に関しても広範な知識を有しているほか、都市における水辺空間の整備・保全について深
い理解を有している。このことから、同法人は、本業務を遂行する条件を備える唯一の団体であり、本業務を遂行できるのは、同法
人をおいて他に無い。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、同法人と随意契約を行うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（18年度契約では、
企画競争を実施し、
19年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

709
（財）下水道新技術推進
機構

下水道の資産管理に関する調査
柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月2日 6,000,000

　本業務は、限られた財源のなかで増大する下水道ストックの適正かつ効率的な管理を実施し、新たなニーズに対応した整備を進め
ていくために、現時点における資産情報の把握、資産状態の点検、診断及び機能確保のための対策技術の調査・分析を行うものであ
る。
　財団法人下水道新技術推進機構は、「学会・民間・官界の知識と経験を結集して、新しい技術を研究、開発、評価及び普及促進し
ていくための組織」として設立された公益法人であり、下水道事業を円滑かつ公正に推進するため、改築・修繕事業実施に伴う点
検・調査から設計、施工までの一連の工程を体系化する「管路診断技術に関する研究」、老朽管渠を改築・更新するための新技術の
「管きょ更生工法の品質管理技術に関する研究」など研究・技術資料の作成を行っており、本調査を行うための十分な体制が整って
いる。
　　また、これまでの業務実績をみても、下水道の診断技術の研究・開発・評価、下水道新技術に関する調査を継続的に実施してお
り、下水道新技術推進機構はコンサルタント等の他の機関にはない高度で豊富な知見と経験を活かして、これらの調査を実施し、内
容的に十分な成果を上げている。
　本業務を行う上で、上記の専門的な技術並びに経験を有する者は、下水道新技術推進機構をおいて他にはない。
　　したがって、本業務については、会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号に基づき下水道新技術推進機構と随意契約を行
うものである。

見直の余地が
あるもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（19年度契約では、
企画競争を実施し、
20年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

710 （財）日本気象協会
防災情報提供センターストック系情報
提供ページ及び提供サーバの運用管理

清治　真人
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年4月1日 1,796,760

防災情報提供センターストック系情報提供ページ及び提供サーバの運用管理(以下､｢本運用管理｣という。)は、国土交通省「防災情報
提供センター」ホームページにおけるストック系情報の提供に関する運用管理全般を委託するものであり、インターネットを通じて
ユーザー（国民）がＷｅｂページ上で、省内各部局（河川局、国土地理院、気象庁）の蓄積・管理する各種データを読み出し、国土
地理院提供の電子国土Ｗｅｂシステムを利用して地図上やグラフなどに表示することができるサービスを提供するものである。
本運用管理は、平成１５年１２月に行った一般競争入札により、（財）日本気象協会が受注し、平成１６年３月より運用管理を行っ
ている。
防災情報提供センターストック系情報提供ページ及び提供サーバの運用管理を行う業者は、省内各部局の蓄積・管理する各種データ
を読み出し、地理情報システム（ＧＩＳ）を利用して地図上やグラフなどに表示することができるＷｅｂページを運用するため、
サーバ等の運用管理を行うとともに、当該Ｗｅｂページに係るソフトウェアを適時に修正・更新する必要がある。
平成15年度に競争入札をし、現に本件運用管理を受託契約している業者は、インターネット関係技術とともに気象・河川・地震・火
山等の専門的知見及び関係部局のデータベースの知見を有して、かつ、相当のマンパワーを投入して上記の高度なソフトウェアを作
成し、管理・運用しているところであり、17年度において、これらソフトウェアの修正・更新を含む効率的かつ的確な運用管理を行
い得る唯一の業者である。
以上のことから、会計法２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３号に該当し、随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（19年度以降一
般競争入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

711 （財）日本気象協会
防災情報提供センターホームページ用
サーバ運用管理

清治　真人
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年4月1日 2,866,500

防災情報提供センターホームページ用サーバ運用管理（以下、「本運用管理」という。）は、国土交通省「防災情報提供センター」
ホームページにおけるリアルタイム系情報の提供に関する運用管理全般を委託するものであり、インターネットを通じてユーザー
（国民）がＷｅｂページ上で、省内各部局（河川局、道路局、国土地理院、気象庁）の蓄積・管理する各種データを読み出し、国土
地理院提供の電子国土Ｗｅｂシステムを利用して地図上やグラフなどに表示することができるサービスを提供するものである。本運
用管理は、平成１５年４月に行った一般競争入札により、（財）日本気象協会が受注し、平成１５年６月より運用管理を行ってい
る。防災情報提供センターホームページの運用管理を行う業者は、省内各部局の蓄積・管理する各種データを読み出し、地理情報シ
ステム（ＧＩＳ）を利用して地図上やグラフなどに表示することができるＷｅｂページを運用するため、サーバ等の運用管理を行う
とともに、当該Ｗｅｂページに係るソフトウェアを適時に修正・更新する必要がある。平成１５年度に競争入札をし、現に本件運用
管理を受託契約している業者は、インターネット関係技術とともに気象・河川・地震・火山等の専門的知見及び関係部局のデータ
ベースの知見を有して、かつ、相当のマンパワーを投入して上記の高度なソフトウェアを作成し、管理・運用しているところであ
り、１７年度において、これらソフトウェアの修正・更新を含む効率的かつ的確な運用管理を行い得る唯一の業者である。以上のこ
とから、会計法２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項に該当し、随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（19年度以降一
般競争入札に移行）

712 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
清治　真人
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年4月1日 2,866,500

本業務は、全国各地方整備局及び各都道府県の所有する雨量レーダ、雨量テレメータ、水位テレメータ等の河川に係わる各種河川情
報を、一元的に集約した情報について、提供を受けるものである。河川情報はその性質上、防災担当者が直接洪水等の対応するため
の判断材料として重要な役割があり、地方自治体との連携をする上でも、同一の情報を得ることにより、出水時における防災関係機
関としての統一対応が確実なものになる。（財）河川情報センターは、水位、雨量、気象情報等を総合的に情報収集・加工し、一元
的に防災情報を提供できる唯一の機関である。以上のことから、（財）河川情報センターは、本業務を遂行できる唯一の機関である
ため、上記法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －（１７年度限り）

713 （財）河川情報センター
平成１７年度　河川等に関する情報の
効果的な提供・収集手法検討業務

清治　真人
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年4月2日 52,185,000
本業務は、河川等に関する情報の効果的な提供・収集手法の検討を行うものである。当該財団は、大量の河川情報を収集し、一般国
民や関係行政機関などへ速やかに的確に提供することについて、代替性のない特定の知識等を有している唯一の者である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

714 （財）河川環境管理財団
身近な水環境の全国一斉調査実施検討
業務

清治　真人
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年4月22日 19,950,000

当業務は多数の市民団体との連携により実施されるものであり、河川環境教育に関する研究・啓発活動を専門的に実施している全国
唯一の組織である当財団「子どもの水辺サポートセンター」がこれまでの研究・啓発活動の中で蓄積してきた唯一しかないいずれも
全国から収集した「子どもの水辺など川で活動する市民団体のデータベース」「プロジェクトＷＥＴなど川の指導者データベース」
を用いて、多くの意見を求めるとともに事例を分析し課題を抽出・検討し、手法に結び付けていくことが必要。また、国が進める河
川環境教育施策に関わる業務であることから、特定の主体に偏ることなく、中立・公平性を持って業務を推進できることが必要であ
る。さらに、河川環境教育に関する豊富な経験、知識、ノウハウ、国内外の実施状況、事例の情報を有していること、市民団体、教
育関係者等からの情報収集能力が必要。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

715
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度　アメリカ・オランダの
水管理に関する調査業務

清治　真人
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年5月30日 21,735,000

　本業務の実施には、米国側・蘭国側関係機関との協力関係により、米国・蘭国の洪水対策手法等について情報収集を行うことができるネット
ワークを有するとともに、米国・蘭国の河川事業に関する情報を豊富に蓄積していることが不可欠である。さらに、収集した情報を日本の状況と
比較分析して日本の河川事業に関する施策の提案を行うために、日本の河川事業全般の状況や課題についての技術面・行政面双方において
広範かつ高度な知識と豊富な経験を有することが求められる。あわせて、我が国における施策への適用性を公益的観点から適正に分析・評価
できる中立性を有する機関であることが不可欠である。これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

716 （財）河川環境管理財団 水の回廊再生方策検討業務
清治　真人
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年6月13日 18,690,000

本業務の実施に当たっては、水環境改善に関する豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の
専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要となる。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平な検討が必要である。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団
のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（19年度以降企
画競争を実施）

717 （財）ダム技術センター
平成１７年度　韓国ダム事業等調査業
務

清治　真人
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年6月28日 6,951,000

本業務の実施には、韓国側関係機関との協力関係により韓国のダム事業等について情報収集を行えるネットワークを有するととも
に、収集した情報を日本の状況と比較・分析して日本のダム事業等に関する施策の提案を行うために、日本のダム事業全般の状況や
課題についての技術面、行政面双方において広範かつ高度な知識と豊富な経験を有することが求められる。これらに加え、災害対応
や事業に係る関係者の対立解消策等をはじめとした各種政策課題に関する政府内部での検討段階のものを含む様々な情報を有してい
ることが不可欠であるが、これら本業務に必要なデータを豊富に有しているのは当法人のみであること、また、わが国における施策
への適用性を公益的観点から適正に分析・評価できる中立性を有する機関であることが不可欠である。これらの条件を満たすのは当
該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

718 （財）水資源協会
平成１７年度　国内外の河川等水資源
管理に関わる関係者等の情報収集業務

清治　真人
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年6月30日 32,970,000

　本業務では、海外の水に関する意見のデータベースや関係機関との緊密なネットワークが必要不可欠である。
　本協会は、世界の水分野に関する様々な意見をデータベースとして収集・管理しており、その件数は約３万件に達する。さらに、「世界水フォー
ラム」を主催する世界水会議（ＷＷＣ）をはじめ、世界の水に関する関係者・関係機関と緊密なネットワークを有するとともに、利害の対立する問
題に対しても特定の主体に偏ることなく、中立・公平性を持って業務を遂行できる唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（19年度以降企
画競争を実施）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

719 三菱電機（株） 防災センター情報設備改造
清治　真人
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年7月26日 4,725,000

防災センター情報設備は、日本国内において地震・噴火等の災害発生及び予知情報が発令された際に国土交通省緊急災害対策本部と
して使用する設備で、マイクロ回線や光ネットワーク等を介し全国の各種情報を一元的に集約でき、本部からの指示伝達を行うため
の設備である。
本改造は、防災センター開設後の台風・地震など実運用に基づく要望に対応するもので、災害時初動対応に必要な機能の追加のため
機器追加及び機器相互間の接続など、既設装置の改造を行うものである。
本設備は、三菱電機（株）が各種処理の制御方法や機能メニューを防災センター情報設備用として、独自に設計並びに製造・施工を
行ったものであるため、装置内部及びシステム全体を熟知していない者が施工を行った場合は、システムに不具合が生じる恐れがあ
り、災害時の緊急対応を担う本設備の機能及び信頼性の確保の面から、当該業者以外の者が施工を行うことは不可能である。よっ
て、装置内部及びシステム全体を熟知した三菱電機（株）と随意契約を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －（１７年度限り）

720
（財）リバーフロント整
備センター

平成１７年度　河川における都市・地
域再生等のための施設利用に係る社会
実験効果調査

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月18日 6,195,000

・本業務は、河川敷地占用許可準則（事務次官通達）特例措置による社会実験の調査を通じて、河川敷地の利活用方策の検討を行う
ものである。検討にあたっては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、全国の河川利用事例の情報を保有し、その事例
から河川利活用上の諸課題、対応策等を分析、類型化したデータを保有している必要があるが、そのようなデータを有しているのは
当法人が唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満たすのは当該財団以外に
ない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（平成１９年度
以降企画競争を実施）

721 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　コミュニティ水災防止
体制構築支援方策検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月22日 13,440,000

環境教育・防災教育手法検討に当たっては、河川環境教育に関する研究・啓発活動を専門的に実施している全国唯一の組織である当
財団「子どもの水辺サポートセンター」がこれまでの研究・啓発活動の中で蓄積してきた唯一しかないいずれも全国から収集した
「子どもの水辺など川で活動する市民団体のデータベース」「プロジェクトＷＥＴなど川の指導者データベース」「河川環境教育事
例データベース」を用いて、多くの意見を求めるとともに事例を分析し課題を抽出・検討し、手法検討に結び付けていくことが必
要。また、国が進める河川環境教育施策に関わる業務であることから、特定の主体に偏ることなく、中立・公平性を持って業務を推
進できることが必要。さらに、河川環境教育に関する豊富な経験、知識、ノウハウ、国内外の実施状況、事例の情報を有しているこ
と、市民団体、教育関係者等からの情報収集能力が必要。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

722
（財）砂防・地すべり技
術センター

平成１７年度　豪雨・火山噴火等の緊
急時災害対応に関する検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月22日 7,350,000

　本業務は、激甚な被害をおよぼす土砂災害が発生するおそれが高い段階における「土砂災害特別警戒情報」発表の是非、発表基準
や発表タイミングについて検討するとともに、土砂災害に関する情報のわかりやすく確実な情報提供のあり方について検討する。次
に火山噴火災害時に時々刻々変化する火山活動状況に応じた緊急時の対策、平常時からの準備のための「火山噴火緊急減災対策計画
作成ガイドライン」をとりまとめるものである。
　本業務の遂行には、火山噴火・豪雨等に伴う土砂災害全般に関する高度な技術力と経験を有し、警戒避難に関する高度な技術力と
知見、防災行政に対する知見も豊富であることを必要とする。
　当該機関は、国内の全ての活動的な火山における総合的な火山砂防計画立案に係わる業務に携わっており、高度な知識、経験を有
している。さらに本業務遂上必要となる土砂災害に関するデータベースを保有しており、過去の請負実績からも、総合的な技術力、
豊富な知見及び中立性・公平性を有している。
　当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

723 （社）建設電気技術協会
平成１７年度　津波・高潮対策におけ
る水門・陸閘等管理システム検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月22日 4,830,000

本業務は水門・陸閘等の制御に関するシステムを構築するための全国基準である「水門・陸閘等管理のガイドライン」を策定するものであり、特
定の企業が有する電気通信技術及び情報ネットワーク技術等に偏ることなく、中立・公平な立場と機密保持の体制が確保でき、かつ、当省所管
の電気通信設備等の施設管理に関する高度な知識とノウハウを有する者でなければ適切な履行は困難である。当該法人は、これらの条件を
充足する唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

724 （財）建設経済研究所
平成１７年度　河川整備におけるまち
づくり調査検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月16日 8,610,000

本業務は、河川が有する潜在力の観点から、地域の経済的な再生に河川を活用しようとしているNPO団体などの動向調査を実施し、全
国の河川でどのような潜在価値に注目しているか、また河川をどのように地域経済の活性化に活かそうとしているか河川の潜在力を
分析し、学識経験者の意見を踏まえながら、河川の潜在力が及ぼす影響の過程を明らかにするとともに、この効果の定量的分析を行
うための手法について検討を行うものである。業務の遂行にあたっては、公共投資である河川事業及び他の社会基盤整備状況、社会
経済活動状況について熟知し、また公共投資の効果に関する豊富な知識を有している必要があるとともに、行政的判断が求められ
る。（財）建設経済研究所は、我が国における公共投資及び建設産業に関して理論的かつ実証的な調査研究を行うこと等を目的とし
て設立された公益法人であり、公共投資の政策に関する研究、投資効果に関する研究、建設産業政策に関する調査研究のほか、住
宅・土地問題、都市政策に関する調査研究、治水事業と土地利用の変化との関連に関する調査研究、海外事情・国際比較に関する調
査研究等、公共投資の諸問題を解決するための調査研究を実施している。河川に関しては、都市河川の歴史文化の活用について事例
調査を行い、まちづくりとの関連性や経済的な効果の調査検討等の実績があり、専門的かつ幅広い知識と実績を有している。以上の
ことから、（財）建設経済研究所は、本業務を遂行するために必要な豊富な知識と実績を有しており、当該業務を実施し得る唯一の
財団法人である。従って、会計法第29条の３第４項ならびに予算決算及び会計令第102条の４第３号により、同財団法人と随意契約す
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

725 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　水に関する情報提供検
討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月16日 35,490,000

当該業務に当たっては、河川環境教育に関する研究・啓発活動を専門的に実施している全国唯一の組織である当財団「子どもの水辺
サポートセンター」がこれまでの研究・啓発活動の中で蓄積してきた唯一しかない全国の事例を集めた「河川環境教育事例データ
ベース」を活用し、様々な好事例を分析し、課題を抽出・検討し、その結果を手法に結び付けていくことが必要。また、国が進める
河川環境教育施策であることから、特定の主体に偏ることなく、中立・公平性を持って業務を推進できることが必要。さらに、河川
環境教育に関する豊富な経験、知識、ノウハウ、国内外の実施状況、事例の情報を有していること、市民団体、教育関係者等からの
情報収集能力が必要。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

726
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度　大規模降雨災害対策検
討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月27日 9,975,000

本業務は今般の台風１４号による被害を踏まえ、総雨量１０００ｍｍ、時間雨量１００ｍｍを超える異常な降雨による災害について、その被災状
況、被災原因等について検証を行い、このような大規模降雨による災害にかかる課題を抽出し、学識経験者の意見を踏まえて大規模降雨によ
る水害の新たな対策の方向性について検討を行うもの。
当該財団は、全国の被災事例データベースを保有しているとともに、数多くの技術検討会等の企画運営を通じて多くの学識者とのネットワークを
保有。また、日頃の業務を通じて河川行政全般及び水害被害等に関する幅広い工学的知見を有しており、また、河川行政に関わる各種施策の
動向等に精通し、新たな水害対策の方向性について総合的に判断できる十分な技術的蓄積を有していることから、本業務を実施し得る唯一の
機関。（会計課第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

727
（社）雨水貯留浸透技術
協会

雨水浸透施設の低水保全効果検証手法
検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月2日 15,225,000

本業務は、雨水浸透施設による低水保全効果を定量的に検証する手法の検討を行うものである。また、本業務を実施するにあたって
は、雨水貯留浸透技術に関する広範なデータを必要とし、これらのデータを体系的に保有し収集する必要がある。さらにガイドライ
ン作成にあたっては、特定の技術や企業からは異なる公平かつ中立な立場での実施が必要不可欠である。上記の条件を満たすのは当
該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

728
（財）ダム水源地環境整
備センター

ダム貯水池保全対策検討業務
渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月3日 23,520,000

ダム貯水池の適切な土砂管理手法や、河川土砂還元などの実施に伴う環境調査・試験等のあり方を取り纏めたマニュアルの見直しや
更新を行うに当たっては、全国のダム堆砂量の経年的なデータを用いた堆砂特性の分析や、効率的な堆砂対策手法並びに河川土砂還
元に係る調査・試験等手法についての 新技術を含めた比較検討を行う必要があるため、「経年的ダム堆砂量ＤＢ」、「ダム堆砂対
策手法ＤＢ」、並びに「河川土砂還元ＤＢ」を用いることが必要不可欠である。ＷＥＣが保留するこれらのＤＢは、長期間にわたる
調査・研究の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるものである。
また、関係する学識経験者等とのネットワークを生かした情報収集や特定の知識・経験・能力、さらには、行政上の政策検討として
公平・中立の立場で検討・評価を行うなどの必要がある。ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有してお
り、上記の理由から本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

729
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度　河川管理施設等の技術
基準（耐震性能照査）に関する検討業
務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月30日 19,845,000

・本業務は、河川構造物の設計の基礎となる「河川管理施設等構造令」について、民間企業が有する 新の技術に関する情報等を収集し、これ
を踏まえながら改定するために検討するもの。
・本業務を通じて、特定の１社に技術情報が集中した場合、
　①同構造令が適用された後の業務等の競争参加において圧倒的優位性を確保することが可能となってしまうこと
　②多額の研究開発費を投じて開発した技術に関する情報が他企業に知られることは、民間企業にとって極めて大きな損失となることが想定さ
れること
から、本業務は、国土交通省の監督権の下、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、業務の履行に際して高度な機密保持の
体制が確保できる公益法人に行わせる必要がある。
・当財団は、上記を満足する公益法人であるとともに、同構造令の制定・改定に関する経緯を熟知しており、検討の過程におけるバックデータ等
を唯一蓄積している機関。
・さらに、全国の被災事例データベースや下位基準に当たる「河川砂防技術基準」、各種構造物等の詳細な設計基準の作成・改定を通じた一元
的データベースを保有しているほか、数多くの技術検討会等の企画運営を通じて多くの学識者とのネットワークを保有
・上記をふまえた場合、当財団以外に本業務を実施し得る者は存在しない。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－（随意契約によら
ざるを得ないもの）

730
（財）国土技術研究セン
ター

米国における自然災害に対する危機管
理検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月31日 7,980,000

本業務は、国土交通省の自然災害に対する対応方策のあり方を検討するための基礎資料として、ハリケーンカトリーナ等の米国の災
害対応事例を調査・検証するものである。
　本業務を実施するためには、
①ハリケーンカトリーナ関係の情報を体系的に整理したデータを保有すること、
②我が国及び米国の治水事業に関する制度について熟知していること、
③我が国の治水計画に関するデータベースを保有していること
が必要不可欠である。
　当該財団は、
①2003年ハリケーンイザベル、2000年ハリケーンフロイド等過去の調査で得たデータベースを活用し、発災直後から被害状況等の体
系的データを作成、
②米国の治水事業制度についての情報を保有（書籍「洪水とアメリカ」作成）、
③我が国の治水計画に関するデータベース、日本全国の被災事例データベースを保有、
している唯一の法人である。
　そのため、当該法人でなければ本検討業務において必要とする成果を得ることができないため、随意契約を行う。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

731
（財）日本建設情報総合
センター

平成１７年度　河川コード管理システ
ム運用業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月31日 4,987,500

本業務は、毎年度の河川の指定等にともない、河川コード管理システムを運用して河川コード及び模式図の新規・追加・修正登録を
行うものである。
本業務の実施に当たっては、河川コード管理システムへの入力時の「コード登録・変更願い」のデータミスチェックを厳格に行うと
ともに、同システムの運用等を的確に行うことが必要であり、河川コード体系、コードの付与ルール等の河川コード仕様、システム
及びデータベースの仕様等に関する本業務独自の高度な専門技術・知識・経験を有していること並びに河川管理者との意思疎通を円
滑に行い得ることが不可欠である。
　当財団は、河川コード管理システムの基本検討・設計開発を実施しているほか、運用開始時から継続的にデータベースの更新を
行っている。また、同システム用の「データ登録・変更システム」を独自に開発・保有して、入力ミスのチェック・入力の迅速化を
図っている。したがって、当財団は、本業務を的確かつ円滑に遂行できる唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入
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732 （財）河川情報センター
平成１７年度　河川等ＧＩＳ標準イン
タフェースによる河川情報の利用高度
化に関する検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月1日 39,900,000

本業務は、河川等GIS標準インタフェースについての検討を行うものである。当該財団は、各社が独自の規格で作成している河川GIS
間をつなぐ標準インターフェースをはじめて開発するなど、河川GISに関して代替性のない特定の研究の成果を有している。また、当
該財団は、河川ＧＩＳ基盤データのデータベースを作成・所有しており、河川GISについて、代替性のない特定の知識等を有してお
り、本業務を遂行できる唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

733
（財）リバーフロント整
備センター

内陸水運の促進に係る検討業務
渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月2日 24,885,000

本業務は、河川の水上交通としての利活用方策を検討するものである。検討にあたっては、多くの知識と高度な技術力が必要である
とともに、全国での舟運に関わる情報を保有し、その課題に対する対策等を体系的に整理したデータを保有している必要があるが、
そのようなデータを有しているのは当法人が唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これら
の条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

734 （社）日本河川協会
平成１７年度　水循環系の健全化に寄
与する参加型活動等についての調査検
討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月8日 27,825,000

当該業務は、水循環の健全化に関する我が国唯一の、権威ある表彰制度である「日本水大賞」の企画・運営を通じて各種団体の動向
等について調査するものであり、中立性・公平性的立場から「日本水大賞」の事務局を行っている河川協会で実施するほかない。ま
た、河川協会は当該業務の実施に必要な、水循環系の健全化にかかる各種活動を行っている市民団体等のデータベース、河川に関す
る専門知識を有する者による人的ネットワークを保有しているほか、河川に関わる意見交換及び交流の場の運営、河川愛護等の諸活
動への支援等を実施しており、これらの業務を通じて全国の水に関わる団体の活動及びその内容に精通しており、当該業務に必要な
知識、経験、能力を有している。従って本協会が当該業務を実施し得る唯一の者。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－（随意契約によら
ざるを得ないもの）

735
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度　河川等の技術基準およ
び技術開発に関する調査検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月10日 26,460,000

・本業務は、河川計画の策定、河川の調査、河川構造物の設計の基礎となる同基準について、民間企業が有する 新の技術に関する情報等
を収集し、これを踏まえながら改定するもの。
・本業務を通じて、特定の１社に技術情報が集中した場合、
　①同基準が適用される後の業務等の競争参加において圧倒的優位性を確保することが可能となってしまうこと
　②多額の研究開発費を投じて開発した技術に関する情報が他企業に知られることは、民間企業にとって極めて大きな損失となることが想定さ
れること
から、本業務は、国土交通省の監督権の下、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、業務の履行に際して高度な機密保持の
体制が確保できる公益法人に行わせる必要がある。
・当該財団は、上記を満足する公益法人であるとともに、同基準の作成・改定に関する経緯を熟知しており、検討の過程におけるバックデータ等
を唯一蓄積している機関。
・さらに、全国の被災事例データベースや下位基準に当たる各種構造物等の詳細な設計基準の作成・改定を通じた一元的データベースを保有
しているほか、数多くの技術検討会等の企画運営を通じて多くの学識者とのネットワークを保有
・上記をふまえた場合、当該財団以外に本業務を実施し得る者は存在しない。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－（随意契約によら
ざるを得ないもの）

736
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度　海外の統合洪水管理に
関する調査・検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月10日 62,685,000

　本業務の実施には、海外での統合洪水管理に関する豊富な知識と情報を有するととともに、統合洪水管理についての検討を精力的に進めて
いる世界気象機構（ＷＭＯ）をはじめとする関係機関とのネットワークが必要不可欠である。さらに、収集した情報を日本における洪水管理の状
況と比較分析し、日本の洪水管理への反映を検討するには、日本の河川事業全般の状況や課題についての技術面・行政面双方において広範
かつ高度な知識と豊富な経験を有することが求められる。あわせて、我が国における施策への適用性を公益的観点から適正に分析・評価でき
る中立性を有する機関であることが不可欠である。これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

737 （財）河川情報センター 平成１７年度　災害記録調査検討業務
渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月11日 20,790,000

本業務は、災害によって得られた経験を今後の国・自治体における防災対策に活かすため、平成17年に発生した災害記録を検証して
各方面（気象・水文、行政、住民避難等）から災害対応を分析するものである。
　本業務を実施するためには、災害に関する気象・水文観測情報をはじめ、当該年に発生した災害の特殊性及び新たな課題を分析・
評価するための過去の災害記録を有していることが必要不可欠である。
　当該財団は、気象・水文観測に関する豊富な知識を有しており、また、統一河川情報システムの自治体への展開を通じて、自治体
の災害対応に精通している。さらに、過去の災害記録を体系的にまとめたデータベースを有するとともに、当該データベースを作成
する際に培った災害記録の評価・分析手法を有する唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

738
（財）リバーフロント整
備センター

景観形成に資する伝統的な修景素材・
技術の活用促進方策検討調査業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月13日 14,490,000

本業務は、景観法施行を受け、石積み等の伝統的な修景素材による河川景観形成のあり方の検討を行うものであり、河川景観に関す
る幅広い、多くの知識と高度な技術力が必要である。検討においては、河川景観に対する考え方の幅広い情報が必要であるが、その
ような幅広い情報を有しているのは河川景観ガイドライン等の検討を行っている当法人が唯一である。また、検討にあたっては、厳
格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

739
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度　第４紀断層の調査と対
応に関する検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月14日 7,875,000
第４紀断層の地形・地質特性及びダムの安全性に対する評価に関する高度な知識、豊富な経験を持ち、業務に必要な全国のダムに係
る地形・地質調査データベースを保有する唯一の機関であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

740
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度　貯水池周辺の地すべり
に関する検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月14日 17,850,000
ダム貯水池周辺の地すべりの技術基準に関する高度な知識、豊富な経験を持ち、業務に必要な貯水池周辺の地すべり対策工法や斜面
管理に関する全国のデータベースを保有する唯一の機関であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

741 （社）国際建設技術協会
平成１７年度　衛星観測降雨データの
洪水予測への活用可能性検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月15日 54,915,000

本業務は、人工衛星で観測された地球降雨データの洪水予測への利用可能性を検討するもので、（社）国際建設技術協会（IDI）は、
衛星降雨デ－タを予警報に利用可能な形で情報提供するグロ－バル・フラッド・アラ－ム・システム（ＧＦＡＳ）を開発、本システ
ムの著作権を有し、実際に情報提供している我が国で唯一の法人である。加えて、IDIにはＧＦＡＳ情報を提供するネットワークであ
る、世界の洪水予測の関係機関、関係者が会員となっている国際洪水ネットワークの事務局が設置され、本協会の研究第2部長がその
事務局長となっている。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－（随意契約によら
ざるを得ないもの）

742
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度　土地利用を考慮した水
災防止対策検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月15日 29,925,000

本業務は、氾濫を許容する区域内において、河川管理上の観点から必要とされる具体的な制約条件及びその制約条件に応じて規制すべき区
域の設定に関する技術的検討を行うものである。
　当該財団は、治水政策、治水計画及び治水事業に精通するとともに、総合的な治水対策、建築物の構造基準について行政判断に資する極め
て高度かつ専門的な情報や知識を有しており、また海外の土地利用規制制度等に関するデータや知識を有している唯一の機関である。（会計
法第２９条の３第４項） 見直しの余地

があるもの
一般競争入札等に移行

公募手続
きを導入

743 （財）ダム技術センター ダム操作規則等の検討・評価業務
渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月17日 9,870,000

本業務の実施には、ダムの操作規則、洪水時等における実運用データ、実運用における操作規則の適用に関する課題等について、体
系的な比較分析が可能な情報を有していることが不可欠であるが、全国のダムに関するこれら情報データベースを有しているのは当
法人しかないこと、また、本業務の実施には、ダムの洪水調節操作に関する豊富な経験に基づく高度な分析・判断能力はもとより、
技術的課題のみならず、利水者等の利害関係者を含めた社会的影響や管理所の人員体制等の労務問題等を含め、行政実務上の豊富な
経験が不可欠である。これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

744
（財）ダム水源地環境整
備センター

平成１７年度　ダム事業における環境
影響評価手法検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月30日 19,950,000

ダム事業が環境に及ぼす影響の検討手法の検討にあたっては、既設ダムの諸元、流域の土地利用、地形・地質の状況、植生、生物の
生息状況、流入量・放流量、流入水質・放流水質等のダム環境に関わる他種多様なデータを網羅的に収集・整理する必要があるた
め、ダム諸量ＤＢ、経年的水質ＤＢ、河川水辺の国勢調査［ダム湖版］ＤＢ等を利用することが必要不可欠である。ＷＥＣが保有す
るこれらのＤＢは、長期間にわたる調査・研究の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるも
のである。
また、事業実施区域周辺の環境や影響検討手法について高度な知識・経験・能力を有している必要がある。当該業務は、平成17年度
中に予定されている主務省令（技術指針）の改訂に対応して、「ダム事業における環境影響評価の考え方」（平成12年３月）を改訂
するものである。上記「考え方」はＷＥＣが本省の指導のもと検討・作成したものであり、本業務の遂行にあたっては、「考え方」
の趣旨・内容を熟知し、行政上の政策評価として公平・中立な立場で評価した手法等の検討が必要である。
さらに、関係する学識経験者等のネットワークを生かした情報収集能力が必要である。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由から本業務の目的を達成できる唯一の機関で
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

745
（財）ダム水源地環境整
備センター

平成１７年度　ダム環境情報に関する
データベース作成業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月30日 14,910,000

ダム環境情報データベースの構築にあたっては、既設ダムの諸元、流域の土地利用、地形・地質の状況、植生、生物の生息状況、流
入量・放流量、流入水質・放流水質等のダム環境に関わる他種多様なデータを網羅的に収集・整理する必要があるため、ダム諸量Ｄ
Ｂ、経年的水質ＤＢ、河川水辺の国勢調査［ダム湖版］ＤＢ等を利用することが必要不可欠である。ＷＥＣが保有するこれらのＤＢ
は、長期間にわたる調査・研究の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるものである。
また、ダム環境に関わる特定の知識・経験・能力を有している必要があるとともに、どのダムにでも偏りのない環境情報を提供する
ためには、公平中立な立場で総合的なデータ分析を行う必要がある。
さらに、関係する学識経験者等のネットワークにより 新の情報を豊富に蓄積する必要がある。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由から本業務の目的を達成できる唯一の機関で
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

746
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度　津波の河川遡上に関す
る検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月30日 29,925,000
河川管理施設の技術基準に関する高度な知識、豊富な経験を持ち、業務に必要な河川を遡上する津波に関する全国のデータベースを
保有する唯一の機関であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

747
（財）ダム水源地環境整
備センター

平成１７年度　河川水辺の国勢調査
〔ダム湖版〕マニュアル改定等検討業
務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月1日 39,900,000

平成６年度版河川水辺国勢調査マニュアル(案)［ダム湖版］(生物調査編)は、WECが本省の指導のもと検討・作成したものであるが、
当該業務は上記マニュアルの改訂等を目的としている。本業務の遂行にあたっては「マニュアル」の趣旨・内容を熟知している必要
があるとともに、「マニュアル」に基づいて実施された調査結果河川水辺の国勢調査［ダム湖版］DBのデータの分析を行い、改訂が
必要な項目を検討する必要がある。WECが保有する当該DBは、長期間における国勢調査結果の分析評価・研究実績から構築されたもの
であり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるDBである。さらに、関係する学識経験者等の協力のもとに、高度な知識及び 新
の情報を踏まえて検討を進めるとともに、全国的な広範な知見のもとに、行政上の政策指針として、中立かつ公平な立場で、調査手
法のマニュアルを検討する必要がある。ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由から
本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入
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748
（財）ダム水源地環境整
備センター

平成１７年度　ダム下流河川環境の現
況分析手法検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月1日 11,970,000

ダム事業が下流河川に及ぼす影響検討のための現況把握手法の検討にあたっては、既設ダムの諸元、流域の土地利用、地形・地質の
状況、生物の生息状況、流入量・放流量、流入水質・放流水質等のダム環境に関わる他種多様なデータを網羅的に収集・整理する必
要があるため、ダム諸量ＤＢ、経年的水質ＤＢ、河川水辺の国勢調査［ダム湖版］ＤＢ等を利用することが必要不可欠である。ＷＥ
Ｃが保有するこれらのＤＢは、長期間にわたる調査・研究の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼
のおけるものである。
また、下流河川の物理環境・生態系について高度な知識・経験・能力を有している必要がある。「ダム事業における環境影響評価の
考え方」（平成12年３月）は、ＷＥＣが本省の指導のもと検討・作成したものであるが、当該業務は、上記「考え方」のうち、下流
河川に係る部分の改訂を目的にしている。本業務の遂行にあたっては、「考え方」の趣旨・内容を熟知しているとともに、行政上の
政策評価として公平・中立な立場で評価した手法等の検討が必要である。
さらに、関係する学識経験者等のネットワークを生かした情報収集能力が必要である。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由から本業務の目的を達成できる唯一の機関で
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

749
（財）ダム水源地環境整
備センター

平成１７年度　計画段階での環境影響
分析手法検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月1日 12,600,000

河川事業の計画段階における影響分析手法の検討にあたっては、既設ダムの諸元、流域の土地利用、地形・地質の状況、植生、生物
の生息状況、流入量・放流量、流入水質・放流水質等のダム環境に関わる他種多様なデータを網羅的に収集・整理する必要があるた
め、ダム諸量ＤＢ、経年的水質ＤＢ、河川水辺の国勢調査［ダム湖版］ＤＢ等を利用することが必要不可欠である。ＷＥＣが保有す
るこれらのＤＢは、長期間にわたる調査・研究の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるも
のである。
また、計画段階での環境影響分析は、我が国において先進的な試みであり、現行の「河川事業の計画段階における環境影響の分析方
法の考え方」（平成14年12月）は、ＷＥＣが本省の指導のもと検討・作成したものである。当該業務は、上記「考え方」の改訂を目
的としているが、改訂に当たっては「考え方」の趣旨・内容を熟知し、高度な知識・経験・能力を有している必要があるともに、行
政上の政策評価として公平・中立な立場で評価した手法等の検討が必要である。
さらに、関係する学識経験者等のネットワークを生かした情報収集能力が必要である。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由から本業務の目的を達成できる唯一の機関で
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

750 （財）ダム技術センター
平成１７年度　ダム耐震設計高度化検
討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月2日 19,950,000

本業務の実施には、現行の設計基準の改定に向けた検討であることから、現行基準の策定経緯やその課題を熟知している上にダムの
耐震設計及びレベル２地震動に対する耐震性能照査に関する高度な技術力とともに、全国のダムで計測された地震動やダムの耐震設
計等設計条件に関するデータベースを用いた検討が不可欠であるが、これらを有しているのは当法人しかなく、また耐震設計や対策
技術に関する様々な技術開発動向等を踏まえた中立的、公平的かつ行政的な立場で業務遂行が求められている。これらの条件を満た
すのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

751 （財）河川環境管理財団
栄養塩類等の管理目標等に関する検討
業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月5日 20,580,000

本業務の実施に当たっては、水環境改善に関する豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の
専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要となる。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平な検討が必要である。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団
のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（19年度以降企
画競争を実施）

752
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度　水防活動の技術向上等
に関する検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月5日 21,420,000

　本業務は、 より実効性のある効果的な水防活動が行われることを目的として、水防技術の向上、水防工法の習得、広域支援体制のあり方に
関する方策について検討を行うものである。
　当該財団は、本業務の実施に必要不可欠な全国各地の水防活動状況や水防工法に関するデータを蓄積しており、また、本業務検討に当たっ
ては水防活動に関する専門の知識を有している学識者、経験豊かな全国各地の水防専門家の意見を聞きながら検討を進める必要があり、こ
のためのそれらの者とのネットワークを有している唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地

があるもの
一般競争入札等に移行

公募手続
きを導入

753 （財）河川情報センター
平成１７年度　水害統計に係る調査手
法の改善検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月5日 29,925,000

本業務は、水害統計に係る調査手法の改善の検討を行うものである。本業務の実施に当たっては、当該財団が唯一保有している水害
統計入力システム及び水害被害の実態（被害率等）に係るデータベース等の活用が不可欠である。また、水害統計調査の実施方法、
水害被害の実態把握や毎年の各種資産評価単価の作成等に係る豊富な経験・専門的知識・ノウハウを有していること及び水害統計調
査に携わる地方公共団体との意思疎通を円滑に行い得ることが必要である。
　当財団は、これらの観点から本業務を的確かつ円滑に遂行できる唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

754
（財）リバーフロント整
備センター

川の自然再生技術の普及に関する検討
業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月5日 23,940,000

本業務の遂行にあたっては、全国の河川における生物種の確認状況や生息・生育場の状況等に関する情報が必要不可欠であるが、こ
れらに関するデータを体系的に有するのは当法人が唯一である。また、これらには絶滅の危機に瀕する動植物等の情報が含まれてい
ることから、漏洩による乱獲を厳に防止する必要があり、公益性を有する当法人が高い秘匿性をもってデータの管理を行っており、
他にこのような要件を満たす者はいない。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－（随意契約によら
ざるを得ないもの）

755 （財）河川環境管理財団 防災教育推進方策検討業務
渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月5日 13,650,000

環境教育・防災教育手法検討に当たっては、河川環境教育に関する研究・啓発活動を専門的に実施している全国唯一の組織である当
財団「子どもの水辺サポートセンター」がこれまでの研究・啓発活動の中で蓄積してきた唯一しかないいずれも全国から収集した
「子どもの水辺など川で活動する市民団体のデータベース」「プロジェクトＷＥＴなど川の指導者データベース」「河川環境教育事
例データベース」を用いて、多くの意見を求めるとともに事例を分析し課題を抽出・検討し、手法検討に結び付けていくことが必
要。また、国が進める河川環境教育施策に関わる業務であることから、特定の主体に偏ることなく、中立・公平性を持って業務を推
進できることが必要。さらに、河川環境教育に関する豊富な経験、知識、ノウハウ、国内外の実施状況、事例の情報を有しているこ
と、市民団体、教育関係者等からの情報収集能力が必要。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入
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756
（財）先端建設技術セン
ター

平成１７年度　トンネル構造による河
川に関する技術検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月8日 9,765,000
トンネル構造の河川の設計基準に関する高度な知識と設計、施工、管理を踏まえたトンネル構造の河川を含む地下における構造物の
設計に関する総合的な技術力及び行政的な判断を必要とする業務であり、制度検討に当たり、判断の中立性・公正性が特に求められ
る業務であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（19年度以降企
画競争を実施）

757 （社）国際建設技術協会
平成１７年度　洪水等リスクマネジメ
ント施策の評価に関する調査業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月8日 29,505,000

本業務は、経済協力開発機構（OECD）が実施する「OECD選抜国における危機管理施策プログラム」に関して、我が国の洪水・地震対
策の取り組みに関する情報を提供し、国際的に正当な理解獲得を図ること等を目的に実施するもので、（社）国際建設技術協会
（IDI）は、OECDとの業務実施条件書（TOR）にもとづき2004年度より2007年度まで、OECDの本プログラムに参加している我が国で唯
一の法人であり、本協会の研究第2部長はOECDの本プログラムのステアリンググループのメンバーにもなっているため。（会計法第２
９条の３第４項）

その他のもの
－（随意契約によら
ざるを得ないもの）

758
（財）ダム水源地環境整
備センター

平成１７年度　河川水辺の国勢調査
〔ダム湖版〕調査結果検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月12日 17,850,000

当該業務においては、全国的な河川水辺の国勢調査［ダム湖版］DBに、当該年度の調査結果のデータを登録するとともに、当該年度
調査結果の経年変化や水質の経年変化等との比較分析を行う必要があり、国勢調査［ダム湖版］ＤＢや経年的水質DBのデータを利用
することが必要不可欠である。WECが保有するこれらのDBは、長期間における国勢調査結果の分析評価・研究実績から構築されたもの
であり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるDBである。さらに、ダム湖における適切な自然環境の分析評価のためには、関係
する学識経験者等の協力のもとに、高度な知識及び 新の情報を蓄積していく必要があるとともに、全国的な広範な知見のもとに、
行政上の政策評価として、中立かつ公平な立場で、統一的に検討する必要がある。ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高
度な技術力を有しており、上記の理由から本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

759
（財）ダム水源地環境整
備センター

平成１７年度　ダム事業が自然環境に
与える影響の予測・評価手法高度化検
討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月12日 13,125,000

ダム事業が自然環境（動物、植物、生態系）に及ぼす影響の検討手法の検討にあたっては、既設ダムの諸元、流域の土地利用、地
形・地質の状況、植生、生物の生息状況等のダム環境に関わる他種多様なデータを網羅的に収集・整理する必要があるため、ダム諸
量ＤＢ、河川水辺の国勢調査［ダム湖版］ＤＢ等を利用することが必要不可欠である。ＷＥＣが保有するこれらのＤＢは、長期間に
わたる調査・研究の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるものである。
また、動植物、生態系等に関わる高度な知識・経験・能力を有している必要がある。「ダム事業における環境影響評価の考え方」
（平成12年３月）は、ＷＥＣが本省の指導のもと検討・作成したものであるが、当該業務は、上記「考え方」のうち、自然環境に係
る部分の改訂を目的にしている。本業務の遂行にあたっては、「考え方」の趣旨・内容を熟知しているとともに、行政上の政策評価
として公平・中立な立場で評価した手法等の検討が必要である。
さらに、関係する学識経験者等のネットワークを生かした情報収集能力が必要である。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由から本業務の目的を達成できる唯一の機関で
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

760 （財）河川情報センター
平成１７年度　水災時における情報伝
達のあり方に関する検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月12日 10,395,000

本業務は、水災時において、河川に関する情報の共有化を図り、災害支援体制を早期に確立するため、国土交通省、都道府県、自治
体間における迅速且つ確実な情報伝達の方法を検討するものである。
　当該財団は、水防災情報など大量の河川情報を、一般国民や関係行政機関などへ迅速且つ的確に提供することについて、代替性の
無い特定の知識を有している唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

761 （財）河川環境管理財団
河川環境教育における安全確保及び啓
発手法に関する調査検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月13日 19,635,000

方策検討に当たっては、河川環境教育に関する研究・啓発活動を専門的に実施している全国唯一の組織である当財団「子どもの水辺
サポートセンター」がこれまでの研究・啓発活動の中で蓄積してきた唯一しかないいずれも全国から収集した「子どもの水辺など川
で活動する市民団体のデータベース」「プロジェクトＷＥＴなど川の指導者データベース」「河川環境教育事例データベース」を用
いて、多くの意見を求めるとともに事例を分析し課題を抽出・検討し、手法に結び付けていくことが必要。また、国が進める河川環
境教育施策に関わる業務であることから、特定の主体に偏ることなく、中立・公平性を持って業務を推進できることが必要である。
さらに、河川環境教育に関する豊富な経験、知識、ノウハウ、国内外の実施状況、事例の情報を有していること、市民団体、教育関
係者等からの情報収集能力が必要。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

762 （財）河川環境管理財団
亜鉛環境基準の類型指定に関する調査
検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月14日 12,810,000

本業務は、重金属の観点からの河川水質管理に必要な技術的なマニュアルを検討・作成するための業務であり、判断の中立性・公平
性が特に求められるものである。また、マニュアルの検討・作成並びに特に精度管理を確保するための検証のためには当財団がこれ
までの研究の継続の中で蓄積してきた当財団のみが所有する全国約500地点の測定データの蓄積である「微量化学物質データベース」
が必要。さらに、本業務の実施に当たっては、水環境改善に関する豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、か
つ、様々な分野の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当
財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

763 （財）河川環境管理財団 ダイオキシン類対策技術検討業務
渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月14日 77,700,000

本業務は、毒性物質の現場管理に必要な無害化対策の技術的マニュアルを検討・作成する業務であり、判断の中立性・公平性が特に
求められるものである。また、マニュアルの検討・作成のためには当財団がこれまでの研究の継続の中で蓄積してきた当財団のみが
所有する全国様々な水系の約500地点の測定データの蓄積である「微量化学物質データベース」が必要。さらに、本業務の実施に当
たっては、水環境改善に関する豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専門の学識者、専
門家からの広範な情報収集能力を有することが必要。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

764 （財）河川情報センター
平成１７年度　縦断的水位観測手法等
検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月15日 9,975,000

本業務は、洪水時における河川水位状況の的確な把握のため「平成１６年度CCTV画像を活用した水位観測高度化検討業務」成果を参
考としながら、CCTVの遠隔操作により得られる画像処理方式により、河川縦断方向に連続的に水位観測を行うシステムの基本設計を
行い、導入の効果及び課題点について整理するとともに、水文観測に関する諸外国を含む 新技術、国際標準化動向等を把握するこ
とで、我が国の水文観測の効率化、適正化に資することを目的とするものである。本業務の遂行にあたっては、水文観測業務に関し
て、全国の一級河川をはじめ我が国の現状及び国際的動向に精通するとともに、各地方整備局河川事務所における観測所の設置状
況、観測手法、ＣＣＴＶの配置状況、遠隔監視による水位観測の課題等実態を熟知している必要がある。また、ＣＣＴＶ画像を活用
した新たな水位観測に関する検討をするためには、水理水文学及び河川工学といった学術的な知識や経験に基づく能力を踏まえて、
水文観測に関して幅広い高度な専門的知識及び水文観測データの照査の実績に裏打ちされた広範囲かつ高度な技術的知見と水文観測
に関するノウハウが必要不可欠である。左記法人は、平成１３年度から平成１５年度にかけて全国の河川事務所の水位流量観測所の
総点検を実施していることから、全国の河川事務所の水文観測業務の実態について熟知している。また、水文観測に関する国際的動
向に関しても、過去からの調査研究の蓄積により十分な知識及び高い情報収集能力を有している。平成１６年度には「ＣＣＴＶを活
用した水位観測高度化検討業務」を受託しており、本業務を遂行していく上で必要となる全国の河川事務所における観測所の設置状
況、観測手法等の実態、ＣＣＴＶの設置状況、ＣＣＴＶの遠隔監視による水位観測を検討する上での課題等を十分かつ的確に把握し
ている。さらに、同法人は、全国の河川事務所が「標準照査」により収集した観測データに、より高度な技術的判断を加え、チェッ
ク・補正を行う「高度照査」を実施しており、国土交通省ではこの結果をもとに観測データを公表していることから、水文観測に関
して幅広い高度な専門的知識及び豊富な経験を有しており、ＣＣＴＶ画像を活用した水位観測の新方式を検討していく上で必要とな
る水文観測に関する総合的な知見・ノウハウを有する唯一の機関であるため（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －（１７年度限り）

765
（財）国土技術研究セン
ター

沿岸域再生事業検討業務
渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月15日 14,910,000

本業務は、相模湾をモデルケースとして、沖合の海底に賦存する土砂を砂浜の養浜砂として利用するという、わが国においてはこれ
まで施工実績のない技術を検討するものであり、内外の海岸保全技術を網羅的にとりまとめた固有のデータベースを有し、行政に対
する豊富な施策提案能力を有する者でなければ適切な履行は困難である。当該法人は、これらの条件を充足する唯一の者である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

766 （財）ダム技術センター
平成１７年度　フィルダム合理化設計
検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月20日 15,267,000

本業務は、現行のフィルダムの設計基準の見直しを通じ、ダムの構造基準全体全体の改定方針に係るものであることから、現行基準
の策定経緯やその課題を熟知していることはもとより、フィルダムの設計法に関する高度な技術力と豊富な経験とともに、全国の多
数のフィルダムの設計条件等に関するデータベースが不可欠であるが、これを有するのは当該法人しかない。また様々な 新の技術
開発動向等を踏まえた中立的、公平的かつ行政的な立場から行われる必要がある。これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

767 （財）河川環境管理財団 微量化学物質品質管理等業務
渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月4日 9,870,000

本業務は、国や県などが行う毒性物質の観点からの河川水質管理（測定データの精度管理）に必要な技術的なマニュアルを検討・作
成する業務であり、判断の中立性・公平性が特に求められるものである。また、マニュアルの検討・作成のためには当財団がこれま
での研究の継続の中で蓄積してきた当財団のみが所有する全国様々な水系の約500地点の測定データの蓄積である「微量化学物質デー
タベース」が必要。さらに、本業務の実施に当たっては、水環境改善に関する豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積
を有し、かつ、様々な分野の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要。従って当該業務の遂行が可能な
のは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

768 （財）河川情報センター 大規模災害想定行動計画検討業務
渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月4日 11,025,000

自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理を行えるようにするためには、シナリオのない状況の中で臨機の判断等
の対処能力を向上させるための訓練が不可欠である。
ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプレーヤーに分かれ、コントローラーから付与される状況に応じてシナ
リオを知らされていないプレーヤーがその場で判断し行動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法である。
当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について著作権を有している。また、災害対応について、経験と代替性のない特
定の知識等を有する演習実施組織を擁する唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

①一般競争入札等に移行
するための準備に時間を
要するもの（5,494千円
平成１９年度以降一般競
争入札に移行）
②随意契約によらざるを
得ないもの（5,531千
円）

769
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度　諸外国の治水事業に関
する調査業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月10日 19,950,000

我が国において、頻発する災害・課題に対応し、質の高い河川事業を展開していくにあたり、欧米諸国をはじめとする
諸外国の治水政策・災害対応等を参考にすることは有意義であり、諸外国で展開されている制度や政策を理解する
うえで、その背景情報も含めて把握することが必要不可欠である。しかし、現在、各国の治水政策について、その
背景情報も含めた情報を継続的に得られるシステムが不足している。本業務は、質の高い河川事業の展開について
検討する上での基礎資料を得ることを目的として、諸外国の河川行政制度や治水対策に関する情報を収集し、比較
整理・分析を行うものである。また、河川行政の概要について、今後、継続的に諸外国と情報交換できる仕組みを
検討するものである。
業務の遂行にあたっては、諸外国の治水方策や河川行政制度に精通するとともに、我が国の今後の治水方策ついて
行政判断に資する極めて高度かつ専門的な情報や知識を保有していることが必要不可欠である。
（財）国土技術研究センターは、「わが国における建設技術発展の支柱となり、国と社会が要請する新しい建設技術に
関する調査研究を総合的、かつ、効果的に行なうとともに、新しい建設技術の活用と普及を行なうことにより、建設技術の
向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与すること」を目的として設立された財団法人であり、海外の建設事業及び建設
技術の調査研究並びに建設事業及び建設技術の調査研究に関する国際協力に携わってきている。近年では、「平成１７
年度海外の統合洪水管理に関する調査・検討業務」や「平成１７年度アメリカ・オランダの水管理に関する調査」等に
おいて、日米河川技術交流、日中河川及びダム会議、日蘭水管理会議や日米治水・水資源管理会議（開催予定）等の
二国間会議の支援業務を継続的に実施し、また1990年より韓国建設技術研究院（KICT）と日韓建設技術セミナーを開催
するなど海外機関とのパイプを有する機関である。また、海外情報に関する発行図書としては「洪水とアメリカ」（1994年
発刊）のほか、機関独自に「増補改訂　欧米諸国における治水事業実施システム」、「今後の治水方策の方向性に関する
研究　－洪水保険制度を切り口とした今後の動向検討－」を取り纏め発行するなど、諸外国の治水事業を担当する各機関
と情報交換ネットワークを有し、全般的な治水事業の施策背景や諸条件設定等に関する高度で専門的な分析能力を有して
いることから、日本の施策等との比較整理を総合的に実施できる唯一の機関である。
以上のことから、（財）国土技術研究センターは当該業務を遂行するのに必要十分な技術的蓄積・人的資源環境を有して
おり、当該業務を実施し得る唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行

公募手続
きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
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在地
契約を締結した日
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770
（財）リバーフロント整
備センター

正常流量設定手法に関する検討業務
渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月10日 14,962,000

本業務は、河川の正常流量設定手法の基準・ガイドラインの策定を行うものであり、過去の環境に係わる技術基準やその策定経緯に
精通する幅広く、多くの知識と高度な技術力が必要である。河川の流量の変動が河川環境に与える影響に対する幅広い知識を有して
いるのは当法人が唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満たすのは当該財
団以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行

公募手続
きを導入

771 （社）国際建設技術協会
平成１７年度　アジアモンスーン地域
等における洪水対策に関する調査業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月10日 44,730,000

本業務は、UNESCAP/WMO台風委員会活動等を通じ、アジアモンス－ン地域に技術移転を行うにあたっての基礎情報として、国の洪水被
害や洪水対策の状況について調査を行うもので、（社）国際建設技術協会（IDI）は、台風委員会において、これまでその水文部門に
おける主要プログラムである洪水ハザードマップ事業の主催機関として継続的に技術支援活動を実施し、さらに防災部門での技術支
援も求められている我が国で唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－（随意契約によら
ざるを得ないもの）

772
（財）リバーフロント整
備センター

今後の多自然型川づくり推進方策に関
する検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月10日 31,500,000

本業務の遂行にあたっては、全国の河川における生物種の確認状況や生息・生育場の状況等に関する情報が必要不可欠であるが、こ
れらに関するデータを体系的に有するのは当法人が唯一である。また、これらには絶滅の危機に瀕する動植物等の情報が含まれてい
ることから、漏洩による乱獲を厳に防止する必要があり、公益性を有する当法人が高い秘匿性をもってデータの管理を行っており、
他にこのような要件を満たす者はいない。（会計法２９条の３　第４項）

その他のもの
－（随意契約によら
ざるを得ないもの）

773 （財）河川情報センター 水防災用語改善検討業務
渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月10日 14,962,500
本業務は、洪水等に関する防災用語について改善検討を行うものである。当該財団は、洪水等に関する防災情報を一般国民や関係行
政機関などへ速やかに的確に提供しており、水防災用語について代替性のない特定の知識等を有し本業務を遂行できる唯一の者であ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行

公募手続
きを導入

774
（財）リバーフロント整
備センター

地域との協働・連携による海岸環境調
査のあり方検討調査

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月11日 12,915,000

本業務は、地域と協働した海岸調査のガイドラインの策定を行うものである。検討にあたっては、多くの知識と高度な技術力が必要
であるとともに、全国での地域との協働・連携した事例に関する情報を保有し、その事例から様々な連携パターンについて分析、類
型化したデータを保有している必要があるが、そのようなデータを有しているのは当法人が唯一である。また、検討にあたっては、
厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行

公募手続
きを導入

775
（財）国土技術研究セン
ター

海岸技術のあり方検討業務
渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月11日 4,473,000
本業務は、現行の海岸保全技術の評価を行い、これを踏まえて今後の技術展開の方針を提案するものであり、現行の内外の海岸保全
技術を網羅的にとりまとめたデータベースを有していることはもちろん、行政に対する豊富な施策提案能力を有する者でなければ適
切な履行は困難である。当該法人は、これらの条件を充足する唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行

公募手続
きを導入

776 （財）河川情報センター
平成１７年度　水情報ポータルサイト
構築検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月11日 30,975,000

本業務は、当該財団が開発した水情報国土データー管理センターのシステム及び当該財団が作成・所有している河川GIS基盤データを
使用したポータルサイトを検討するものである。当該財団は、システムの開発者として、該当する大量の河川情報を提供する河川情
報システムについて、代替性のない特定の知識等を有しており、本業務を遂行出来る唯一の者である。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行

公募手続
きを導入

777 （独）土木研究所
平成１７年度　洪水リスク及び洪水対
策施策指標に関する調査

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月11日 11,445,000

 国連の水関連２４機関（UN-water）は、共同で世界の水問題の状況を評価し、その解決に資することを目的として、世界水アセスメント計画（Ｗ
ＷＡＰ）を推進している。土木研究所に設置される水災害・リスクマネジメント国際センタ（ＩＣＨＡＲＭ）は、日本とユネスコの協定に基づき、WＷＡＰ
の一環としてリスク管理分野において洪水リスクにかかる指標の開発を担当することになっている。本業務は、同指標の開発と適用に関する検
討を目的とするものであり、土木研究所は、ＷＷＡＰ事務局と適宜連絡調整を図りつつ本業務を実施しうる我が国で唯一の機関である。（会計法
第２９条の３第４項）

その他のもの
－（随意契約によら
ざるを得ないもの）

778 （財）土木研究センター
海岸行政の基本的施策における課題に
関する検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月16日 2,047,500

本業務は、これまでのわが国の海岸行政の経緯を分析し問題点と課題を整理することで、海岸保全技術の現場への今後の導入方策等
について広範な視点から検討するものである。このため、海岸保全技術を含む土木技術に関する豊富な調査研究力と情報収集力が不
可欠である。さらに、海岸に関する調査研究成果等を海岸行政へ応用させるための提案能力など特定の知識、能力を有する者でなけ
れば適切な履行は困難である。当該法人は、これらの条件を充足する唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行

公募手続
きを導入

779
（財）国土技術研究セン
ター

我が国のゼロメートル地帯の高潮検討
業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月16日 15,960,000

・早急な対策を行うためにも緊急に提言を得る必要があったことから、契約相手が決定するまでに期間を要する競争入札等を採用する選択肢
がなかった。
・さらに、随意契約とする場合において下記の案件が不可欠であった。
①既にハリケーンカトリーナ関係の情報を体系的に整理したデータを保有すること
②アメリカの治水事業に関する制度、今回対象のミシシッピ川の治水計画について熟知していること
③わが国の高潮計画に関するデータベースを保有していること
④国の審議会、検討会などの経験豊富で、行政的知見を十分に有していること
・当該財団は、発災直後から過去の調査（ハリケーン「アンドリュー」１９９２年）に得たデータベースも活用し被害状況等の体系的データを作成
（①）、アメリカの治水事業制度、ミシシッピ川の治水計画についての情報を保有（書籍「洪水とアメリカ」作成）（②）、日本海岸全体の高潮計画
や現況施設諸元に関するデータベースを保有（③）していることに加え、国関係の審議会の運営補助等で豊富な実績を有する。
・以上、緊急性と当該財団の保有するデータ・能力を考慮した結果、本業務を実施し得る者は当該財団以外にいない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他のもの －（１７年度限り）

780
（財）リバーフロント整
備センター

平成１７年度　水循環系における森林
機能を踏まえた水辺空間整備のあり方
に関する検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月17日 6,825,000

本業務は、森林の有する機能が水辺空間に与える影響の把握と樹木の機能を踏まえた適切な河川環境の整備のあり方の検討を行うも
のである。検討にあたっては、全国での水辺空間整備に関する情報を保有し、その事例から様々な整備パターンについて分析、類型
化したデータを保有している必要があるが、そのようなデータを有しているのは当法人が唯一である。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行

公募手続
きを導入
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781
（財）リバーフロント整
備センター

河川の利用環境向上のための仕組み構
築に関する検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月31日 4,935,000

本業務は、河川の利用環境を向上するため、制度も含めた幅広い方策を検討するものである。この検討を行うには、河川空間の利
用、整備に関わる事例、制度に関する幅広く高度で、多くの知見が必要であるが、そのような幅広い情報を有しているのは今まで
様々な河川利用の制度を検討してきた当法人が唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これ
らの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行

公募手続
きを導入

782 （財）河川環境管理財団 水質現況広報方策等検討業務
渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年2月1日 12,810,000

国土交通省河川局では、毎年度、全国一級水系で定期的に水質調査を行い、その結果を元に水質の現況について分析して公表してい
る。また、水質汚濁防止法に基づく公共用水域の監視項目について都道府県に結果を提供している。一方、近年、統計解析技術、Ｇ
ＩＳ技術やインターネット技術が進歩しており、河川水質に関する技術的知見に基づき、これらの 新の技術を活用すれば、定期水
質調査結果をこれまでより、効率的に整理し、高度な分析を行い、分かりやすく効果的な公表を行うことが可能になっている。そこ
で、本業務では、国土交通省河川局の定期水質調査の結果を、効率的に整理した上で、河川水質に関する技術的知見に基づき、水質
の現況、水質の経年変化、水質項目間の相関、流域特性や水質保全対策と水質汚濁との関係などについて 新の統計解析技術を活用
して高度な分析を行い、河川水質について、 新のGIS技術やインターネット技術を活用して分かりやすく効果的に広報するための方
策を検討することで、国民の河川水質に関する理解と関心を深めることを目的とするものである。本業務の遂行に当たっては、河川
や湖沼の水質に関する高度な技術的知見を有していることが必要不可欠であるだけでなく、これまでに、国土交通省河川局が毎年実
施してきた定期水質調査結果について熟知していることが必要不可欠である。左記法人は、河川環境の整備と保全、河川の自然環境
の保全及び水環境の保全等に関する幅広い研究実績を有している。特に、平成１６年度に国土交通省近畿地方整備局発注により、実
施した「水質調査・水質管理のあり方に関する検討」において良好な成果をあげ、「今後の河川水質管理の指標について（案）」の
取りまとめに著しく貢献した。このように、上記法人は、河川水質に関する高度な技術的知見を有している。さらに、国土交通省河
川局が毎年実施してきた定期水質調査結果を元に、平成１５年度より「全国一級河川水質現況」の取りまとめを実施していることか
ら、国土交通省河川局が毎年実施してきた定期水質調査結果の詳細を熟知している。以上のことから、同法人は本業務を遂行するに
必要かつ十分な技術的知見・実績を有する唯一の機関であり、本業務実施に際し、同法人と契約することにより既往の技術的成果を
活用することができ、 も高い技術水準の成果を得ることができるため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（Ｈ１９年度以
降総合評価による一般競
争に移行）

783
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度　河川堤防モニタリング
に関する検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年11月30日 29,715,000
河川管理施設の技術基準に関する高度な知識、豊富な経験を持ち、業務に必要な河川堤防の被災履歴及び安定性評価に関する全国の
データベースを保有する唯一の機関であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行
公募手続
きを導入

784 （独）土木研究所
平成１７年度　地震により発生する地
すべりの特徴に関する調査

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月21日 10,000,000

 本業務は、地震による発生する地すべり危険箇所の抽出手法を検討するものであり、本業務の成果は「地すべり危険箇所調査要領」
の見直しに反映されるものである。
　本業務を遂行するにあたっては、「地すべり危険箇所調査要領」等に地すべりの発生危険箇所の抽出方法や地震が地すべり発生に
及ぼす影響に関する高度な知識と豊富な研究経験が必要不可欠である。
  当該機関は地すべり調査及び対策に係わる技術指導を行う専門組織及び、本業務遂行上必要となる地震で発生した土砂災害に関す
るナレッジベース有しているとともに、「地すべり危険箇所調査要領」を作成するなど、地すべりの発生危険箇所の抽出方法に関す
る高度な知識と豊富な研究経験を有する唯一の研究機関であるため。（会計法２９条の３　第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行

公募手続
きを導入

785 （独）土木研究所
平成１７年度　雪崩予防の高度化と抑
止効果に関する調査

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月21日 6,000,000

  本業務は、集落雪崩対策において、樹林の雪崩防止効果を見込んだ計画立案が可能となるように、樹林の雪崩防止効果を定量化す
ることを目的としており、「雪崩危険箇所点検要領」及び「集落雪崩工事技術指針」に反映されるものである。
　本業務の遂行に当たっては、「集落雪崩工事技術指針」等の施設設計手法および雪崩発生機構に関する高度な知識と豊富な研究経
験が必要不可欠である。
　当該機関は、積雪地域に集落雪崩に関する観測・研究を行う専門組織を有するとともに、本業務遂行上必要となる全国の雪崩危険
箇所に関するデータベースを保有し、集落雪崩対策の施設設計手法および集落雪崩対策施設にかかる雪圧計測に係わる研究実績を有
する唯一の研究機関であるため。（会計法２９条の３　第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行

公募手続
きを導入

786 （財）海外建設防災協会
大規模自然災害情報の分類・体系化業
務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月31日 12,000,000

　本業務を実施するためには、海外の政府及び危機管理体制について、体制の背景にある様々な課題、検討過程等の対外的には発表
されない情報も含めて的確に把握する必要がある。これら情報の収集にあたっては、情報収集経路を確立しておくことが必要不可欠
である。
　また、海外の政府及び危機管理体制を熟知し、豊富な情報収集能力を有するとともに、それらに関する多数の事例、データ、調査
実績・手法等を蓄積していることが必要である。
　当該財団は、これまでの海外の政府及び危機管理体制の調査の実施を通じて、また、ゼネコン、コンサルタント、電力会社等の多
様な賛助会員のネットワークを活用した情報収集経路を持つなど、他の民間企業にはない独自かつ豊富な情報収集能力を有してい
る。さらに、上記調査等を通じて収集された事例、データを豊富に蓄積している。これら当該財団が有する独自の情報収集経路等
は、本業務の遂行において、特に危機管理体制の背景にある様々な課題、検討過程等の対外的には発表されない情報を的確に把握す
る際に必要不可欠なものである。
　そのため、当該法人でなければ本検討業務において必要とする成果を得ることができないため、随意契約を行う。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行

公募手続
きを導入

787 （財）河川環境管理財団
都市空間における未活用水の有効利用
方策検討調査業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月14日 77,154,000

本業務の実施に当たっては、水環境改善に関する豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の
専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要となる。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平な検討が必要である。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団
のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（平成１９年度
以降企画競争を実施）

788 （財）河川環境管理財団
流域水質の総合的な保全・改善のため
の調査検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月2日 27,048,000

本業務は、河川・湖沼の水質事故などや非特定汚染源からの負荷対策など水質リスク管理に必要な技術的なマニュアル等を検討・作
成するための業務であり、判断の中立性・公平性が特に求められるものである。また、マニュアルの検討・作成並びに特に精度管理
を確保するための検証のためには当財団がこれまでの研究の継続の中で蓄積してきた当財団のみが所有する全国約1000地点以上の測
定データによる「全国一級河川水質データベース」の活用が必要。さらに、本業務の実施に当たっては、水環境改善に関する豊富な
知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有す
ることが必要。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行

公募手続
きを導入
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789
（財）リバーフロント整
備センター

外来生物による被害の防止等に配慮し
た緑化植物取扱方針検討調査業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月13日 13,230,000

・本業務は、近年外来植物等が河川内に侵入し、従来の固有種や重要種（絶滅危惧種）の生息の場が急激に減少していることから、
早急に緑化植物の取扱ガイドラインを策定し、河川環境の保全を図ることを目的としている。検討にあたっては、多くの知識と高度
な技術力が必要であるとともに、特に河川の重要種（絶滅危惧種）の生育特性を十分把握した上で、その生息場の保全を図り、外来
植物等の扱い方針を定める必要があるが、外来種に対する幅広い情報を有しているのは今まで全国的な外来種対策を取りまとめてき
た当法人が唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満たすのは当該財団以外
にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行

公募手続
きを導入

790 （財）河川情報センター
平成１７年度　河川堤防データの標準
化・構造化検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年2月3日 7,980,000
本業務は、当該財団が開発し、代替性のない特殊なシステムである水情報国土のデータベースに接続するためのデータ構造化・標準
化を行うものである。当該財団は、システムの開発者として、水情報国土データー管理センターシステムについて、代替性のない特
定の知識等を有しており、本業務を遂行できる唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行

公募手続
きを導入

791
（財）リバーフロント整
備センター

既存ストックの効率的管理による環境
の保全・再生・創出方策検討調査業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年2月14日 9,702,000

本業務は、河川の既存施設の管理・運用手法の見直しにより、エコロジカルネットワークの保全・創出の推進方策を検討するもので
ある。検討にあたっては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、河川生態について全国の情報を保有し、そのデータか
ら河道特性と河川生態についての関係を体系的に整理したデータを保有している必要があるが、そのようなデータを有しているのは
当法人が唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満たすのは当該財団以外に
ない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札等に移
行

公募手続
きを導入

792
（財）日本道路交通情報
センター

道路交通情報に関する業務
谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 246,950,000
設立にあたり、警察・道路管理者両者の持つ情報を収集しより正確かつ詳細な情報を迅速に提供するための団体として閣議報告されるととも
に、必要となるシステムや全国ネットワークを有し、道路交通法に基づき事務の受託を受けた唯一の団体であるため。

その他のもの

793
（財）道路開発振興セン
ター

道路開発調査等業務
谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 58,674,000

　本業務の遂行に当たっては、道路開発資金貸付金（国の貸付金）とセットで行われる民間資金の貸付けと統一的・一体的に運用する必要があ
り、また、長期かつ低利な融資に関するノウハウと実績や国の財政、公共事業に関する知識を有し、公平かつ中立性を確保できることが必要で
ある。
　財団法人道路開発振興センターは、制度発足以来１５年以上にわたって道路開発資金貸付金（国の貸付金）とセットで、長期かつ低利な民間
資金を安定的に供給してきており、これらの条件を満たして本業務を実施しうる唯一の団体であり、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条
の４第３号により委託契約を結ぶものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

794
（財）道路システム高度
化推進機構

ＥＴＣ車載器リース制度実施検討業務
谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月14日 2,746,800,000 本業務は、ORSEが省令に定められた唯一の者として保有する識別処理情報ｼｽﾃﾑを運用して実施する必要があるため。
見直しの余地
があるもの

①18年度以降引き続き
随意契約によるもの
（1,862,225,000円）、
②一般競争等に移行す
るための準備に時間を
要するもの（18年度以
降企画競争に移行すべ
く準備を進める
(884,575,000円)）

公募手続
きを導入

795 （財）日本不動産研究所
平成１７年度　道路資産等の資産評価
に関する検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年6月9日 5,670,000

　（財）日本不動産研究所は、昭和３４年に創立され、現在６００名を超す職員のうち、約３００人もの不動産鑑定士を擁する公益法人である。同
法人は、国土交通省道路局から「平成１６年度 道路サービス施設の資産評価に関する検討業務」を受注しており、道路関係四公団の民営化に
伴い、６つの高速道路株式会社が承継するサービスエリア及びパーキングエリアの資産について、鑑定評価に準じた評価方針の検討を行っ
た。その検討結果は、国土交通省が設置した「道路資産評価・会計基準検討会」の検討報告における「道路資産等の評価方針の骨子」にまとめ
られている。また、日本道路公団、本州四国連絡橋公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団からそれぞれ公団が所有する道路資産及び
道路資産に関連する資産の鑑定評価業務を受注している。
　道路関係四公団の民営化は本年１０月１日に予定されており、それまでに資産評価の概数を把握する必要がある。このため、資産評価委員
会の事務的支援には、国土交通省が設置した「道路資産評価・会計基準検討会」における議論の内容や経緯を短時間で理解する必要があり、
これに参画していない団体では、その内容や経緯を理解するには、多くの時間と費用を要する。特に、道路サービス施設の評価は収益還元方
式を取り入れることとしており、その方法については、同検討会においても数次審議された重要な項目である。そうしたことから資産評価委員会
での審議事項である資産額の評価等の行程を考えれば、円滑に事務的支援を遂行できるのは、国土交通省が設置した「道路資産評価・検討委
員会」に参画し、道路サービス施設の資産等評価の検討作業を唯一行った（財）日本不動産研究所をおいて他にない。
　以上のことから、本業務を遂行する上で総合的な能力を有する業者は（財）日本不動産研究所をおいて他になく、同法人は当該業務を実施し
得る唯一の業者である。
　従って、会計法第２９条の３第４項、予算決算会計令第１０２条の４第３号に該当し、随意契約を行うものである。

その他のもの
18年度以降において当
該事務・事業の委託等
を行わないもの

796
（財）道路交通情報通信
システムセンター

平成１７年度　ＶＩＣＳ車載器を活用
したプローブ情報の収集及び活用につ
いての方策検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月4日 21,210,000

　本業務では、上記施策の推進のために、各方面で進められているプローブ情報の利用システムの現況を把握し、VICS車載器等を含む多様な
メディアを活用したサービスイメージの検討を行うとともに、VICS車載器を活用した自動車からの情報（プローブ情報）の規格・仕様の方向性を検
討する。本検討業務の実施にあたっては、既存VICSシステムの構成、運用状況等広範な検討が必要であり、VICSシステムに関する幅広い技
術的知識と開発、展開状況の的確な把握等、VICSシステム全体像を把握していることが要求されるとともに、国内外の関係機関・団体の事業
動向にも高い知見が必要とされる。
　（財）道路交通情報通信システムセンターは、既存VICSシステムの開発及び運用を行っており、本業務に必要な知識と経験を数多く有してい
る。また、VICSシステムに関する知的財産権の維持及び管理を行っている。
　以上の事から本業務を遂行する上で必要かつ高度な知識、能力を有するものは（財）道路交通情報通信システムセンターをおいて他にない。
　従って、（財）道路交通情報通信システムセンターは当該業務を実施し得る唯一の者であり、会計法２９条の３第４号、予決令１０２条の４第３号
により随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

797 （財）計量計画研究所
平成１７年度道路交通センサスＯＤ調
査実施に関する検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月7日 52,500,000

　本業務の履行にあたっては、以下の条件を満たすことを必要とする。
　①全国で行われている実態調査とその取りまとめを正確かつ迅速行うための調査方法の検討、調査物件の作成が必要となるため、過去に実
施されてきた道路交通センサスの課題とその対応方法、道路交通センサス以外の交通調査やデータ作成等に関する多様な情報、経験を有す
ること。
　②実態調査の結果は、自動車の将来交通需要推計やその他道路計画や事業評価を行うためのデータであるため、調査結果を入力したデー
タのチェック方法やデータ作成方法の検討に際しては、将来交通需要推計、事業評価についてもその内容を熟知している必要があること。
　③道路交通センサスＯＤ調査に関するデータは、個人情報に関わるデータであるとともに、将来の道路事業計画に直接関わるものでもあるこ
とから、高い守秘性と各種検討における判断の公平性・中立性が求められるとともに、非営利的立場からの検討が求められること。
　財団法人　計量計画研究所は、我が国及び諸外国の政治、経済、社会事象の数量的な調査研究を行い、科学的計画に関する知識普及に寄
与することを設立目的とした公益法人である。
　同法人は、国土交通省道路局より、平成２年度より過去３回に渡って道路交通センサスの企画・調査設計、データ作成及び解析に関する業務
を受注してきただけでなく、東京都市圏ＰＴ調査をはじめとする全国各地で行われてきた各種交通調査の企画・調査設計・データ作成及びデータ
管理業務にも長年にわたり携わり、実態調査からデータ作成を効率的かつ迅速に行うために必要となる経験、知識を多く有している。
　また、平成14年度から国土交通省道路局より、道路交通センサスＯＤ調査実施に向けた企画・準備に関する検討を行っていることから道路交
通センサスＯＤ調査に関する現状の問題点、課題等の知識を多く有している。
　さらに、平成10年度～平成13年度において土木学会土木計画学研究委員会「交通調査技術検討小委員会（小委員長：石田東生（筑波大
学））」に参画するとともに、事務局として活動し、交通関係の様々な調査方法およびデータ活用に関する 新の理論とその実践的な解析にも精
通しており、将来交通量推計に関しても国土交通省道路局より業務の受注をしており、全国レベルでの将来交通量推計に関する知識に関して
は他の追随をゆるさない。
　以上のとおり、本業務を遂行する上で必要とされる条件及び業務実施能力を有しているのは、上記法人のみであることから、
会計法29条の3第4号、予決令第102条の4第3号により随意契約を行うものである。

その他のもの
18年度以降において当
該事務・事業の委託等
を行わないもの

798
（財）日本道路交通情報
センター

平成１７年度　今後のＸＭＬによる道
路交通情報提供に関する業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月7日 33,946,500

　本業務の遂行に当たっては、ＸＭＬによる道路交通情報提供が、急速に多様化・高度化する道路交通情報に対するニーズに対応する新たな
道路交通情報サービスに対応したものであることが必要であるため、道路交通情報の収集、加工、提供に関する専門的かつ幅広い経験と知見
を有し、道路交通情報の民間事業者及び一般利用者の利便性を把握している必要があるとともに、ＸＭＬによる道路交通情報提供の実務への
適用を評価するために十分な道路交通情報を蓄積している必要がある。また、平成１４～１６年度においてＸＭＬによる道路交通情報提供の仕
様について検討を行った結果に基づきヒアリング調査や評価等を行うものであり、当該業務の内容に精通していることが不可欠である。
　財団法人日本道路交通情報センターは、公安委員会と道路管理者からの委託を受けて道路交通情報の収集・提供業務を行うなど、全国の道
路交通情報を一元的に保有している唯一の法人である。またこれまでの事業活動を通じて、道路交通情報の収集、加工、提供等に関する幅広
い技術的知見を有するほか、ドライバーの安全への配慮、特定情報の優先的な提供等の運用面での知見や道路交通情報の利用者の利便性
に関する知見を有している。さらに、同法人は平成１４年度「ＸＭＬを活用した道路交通情報等の提供に関する調査検討」、平成１５年度の「ＸＭＬ
による道路交通情報システム詳細設計業務」、平成１６年度の「ＸＭＬによる道路交通情報汎用受信仕様検討業務」を実施した法人であり、ＸＭＬ
による道路交通情報提供の仕様について精通している。
　以上のことから、本業務を遂行する上で十分な能力を有する法人は財団法人日本道路交通情報センターをおいて他になく、同財団が当該業
務を実施し得る唯一の法人である。
　従って、会計法第29条の3第4項、予決令102条の4第3号に基づき、随意契約を行うものである。

その他のもの
18年度以降において当
該事務・事業の委託等
を行わないもの

799
（財）国土技術研究セン
ター

道路の長期計画に関する調査検討業務
谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年8月2日 65,940,000

　本業務の実施にあたっては、これまでの道路行政における政策動向について熟知しているとともに、道路政策に関して幅広い知識と総合的な
分析能力を有している必要がある。それに加えて、道路の長期計画は社会的に大きな影響を及ぼすため、国の判断において策定されるべきも
のであり、これらの立案のために必要な基礎資料の作成は、公平・中立的な第三者機関が実施しなければならない。
　財団法人国土技術研究センターは「地域整備、都市整備、大規模プロジェクト等の構想及びマスタープラン等の立案並びにこれらに必要な調
査研究」等を実施することを目的として設立された公益法人であり、事業の一環として、「政策立案のための基礎的な資料の提供」や「新たな政
策推進のための技術指針等の作成」等に継続的に取り組んでいる。そのため、これまでの道路施策に関して幅広い情報と総合的な分析能力を
有しており、これらに関する情報の蓄積や検討のノウハウ等では他の追随を許さない。
　また、平成１２年度には「新道路技術五箇年計画の戦略的推進に関する検討業務」、平成１３年度には「国土形成史から見た社会資本のあり
方に関する検討業務」（国土政策総合研究所）、平成１４年度には「今後の道路政策及び広報活動のあり方に関する基礎的検討業務」、平成１６
年度には「道路技術政策の変遷に関する調査業務」等を履行し、社会資本整備や道路技術政策のあり方に関して幅広い知識と総合的な分析
能力を示している。
　以上のことから、本業務を遂行する上で必要かつ高度な知識・能力を有するものは財団法人国土技術研究センターをおいて他にはない。した
がって、財団法人国土技術研究センターは、当該業務を履行しうる唯一の業者であり、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号に
より、随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

800
（財）日本道路交通情報
センター

交通量常時観測調査の集計及びネット
ワークシステム運用・管理業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年8月2日 15,435,000

　本業務の遂行にあたっては、交通量常時観測調査における車両感知器等の観測機器及びネットワーク、データ処理システムに精通しているこ
とは勿論のこと、常時観測データの活用に資するデータの分析・解析能力を有する必要がある。具体的には、常時観測データと道路交通センサ
スのほか、道路及び道路交通に関するデータとを検証する能力を有する必要があり、これらの条件を持ち得ない業者は本業務を迅速且つ的確
に遂行することが困難である。
　財団法人日本道路交通情報センターは、道路管理者及び交通警察がそれぞれの立場から収集する情報を統合し、一元的に提供することと、
道路及び道路交通に関する調査、研究及び試験を行い、道路交通の安全と円滑化への寄与並びに道路網の体系的整備に貢献することを目的
として、昭和４５年に建設省（（現）国土交通省）と警察庁の協力のもと設立された財団法人である。交通量調査においても専門的な研究部署を
持ち、現在全国展開で運用されている常時観測ネットワークシステムの構築、交通量常時観測調査要綱（案）を作成するなど豊富な経験と卓越
した技術を有し、更には民間コンサルタントでは持ち得ない道路及び道路交通に係るデータを豊富に蓄積している唯一の団体であることから、
交通量調査においても、多面的・包括的なデータ分析が可能である。このことは、昭和４７年より常時観測調査の年報等の集計及び分析を継続
して履行していることから明白であり、過去においても車両感知器・工事事務所・地方整備局・本省間のネットワーク構築、データベースシステム
及び集計ソフトの開発、道路交通センサス一般交通量調査の区間番号変更に伴うプログラム改良、今後の交通量常時観測ネットワークシステ
ムの改修及び機能の強化及び交通流（都道府県公安員会）データの供与状況等の業務を遂行し、道路の計画、建設及び維持管理等道路整備
の基礎資料として優秀な成果を上げている。
　以上のことから、本業務を的確に遂行するには財団法人日本道路交通情報センターをおいて他にはなく、当該業務を履行しうる唯一の業者で
あり、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

その他のもの
18年度以降において当
該事務・事業の委託等
を行わないもの

801
（財）道路システム高度
化推進機構

ＥＴＣの普及に伴うシステム高度化業
務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年8月9日 924,000,000 本業務は、ORSEが省令に定められた唯一の者として保有する識別処理情報ｼｽﾃﾑに関する業務であるため。
見直しの余地
があるもの

①18年度以降引き続き
随意契約によるもの
（521,720,000円）、
②一般競争等に移行す
るための準備に時間を
要するもの（18年度以
降一般競争に移行すべ
く準備を進める
(402,280,000円)）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

802
（財）国土技術研究セン
ター

ローカルルール検討業務
谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月8日 13,965,000

  本業務の実施にあたっては、昨年度実施した構造物毎のコスト縮減効果検討時における導入事例の地形・地質等及び地域住民の意見や要
望等のローカルルール採用に至る技術的条件と住民合意形成の経緯を踏まえ応用することにより、現実的な事業計画を想定する必要があるこ
とのほか、道路整備やその諸基準に関する専門的な知識のみならず、国、全国地方自治体及びその関係機関が直面している政策的、技術的
課題や総合的課題を把握するとともに、地域社会が必要としている社会資本の水準を的確に把握するなど、幅広い知識を有している必要があ
る。
  （財）国土技術研究センターは、建設分野における新技術の開発や社会資本の水準の向上を目的として、公共事業に係る政策的、技術的課
題に対する総合的・先行的な調査研究を実施する建設情報の有効活用に関する総合的な調査研究開発機関であり、同センターは「道路構造基
準」「くらしのみちゾーン・トランジットモール」「大規模構造物等の技術検討」等に関する業務実績を通じて、平成15年7月24日の政令（道路構造
令）の改正に携わることにより道路構造令の弾力的運用を活用したローカルルールの導入の主旨を正確に把握していること、また、地域住民と
道路管理者等が協働し人優先の生活道路の整備を進める「くらしのみちゾーン・トランジットモール」に関する業務を通じて地域ニーズの把握手
法や事業計画への反映手法に精通するとともに、ローカルルールによるコスト縮減が 大限効果的に採用できる大規模構造物の規格・規模等
を検討するにあたり必要となる技術的知識を有していること、さらに、昨年度実施した全国におけるローカルルール導入事例による構造物のコ
スト縮減効果等の業務実績があり、幅広く数多い実績やそのための人材や資料の蓄積が豊富である。
  以上のことから、本業務を遂行する上で必要な能力を有する機関は、（財）国土技術研究センターをおいて他になく、同財団は本業務を実施し
うる唯一の機関である。
  従って、会計法29条の3第4項、予決令102条の4第3号により（財）国土技術研究センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

803
（財）道路システム高度
化推進機構

平成１７年度　高速道路料金割引の効
果把握検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月8日 57,330,000

　本業務の実施にあたっては、ＥＴＣおよび有料道路の料金制度に関する専門的知識、有料道路事業者（日本道路公団）から提供される各種交
通データ、営業データの解析が不可欠であり、日本道路公団営業データに含まれる匿名化済仮ＩＤ番号の扱い（道路利用者の個人情報に準ず
る）が可能であること、日本道路公団との迅速な連携による調整能力を考慮する必要がある。
　財団法人道路システム高度化推進機構は、自動車業界、電気通信業界、クレジットカード業界の関係者の総意を得て設立された機関であり、
「有料道路自動収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令（第４条第１項第３号）」に基づき情報安全確保規格（セキュリティ）
の提供、識別処理情報（セットアップ情報）の付与を専門かつ一元的に実施し、ＥＴＣを搭載した車両情報等の個人情報を高度なセキュリティのも
とで所有する唯一の機構である。
　本業務の実施において必要となる日本道路公団営業データの匿名化によるデータは、ＥＴＣカード番号を匿名化済仮ＩＤ番号へ変換すること
で、個人情報保護を担保した形でのデータ提供を可能としたものであり、日本道路公団から同機構へのみデータ提供が行われるものである。
　また、同機構は、ＥＴＣ技術を高度化する調査研究、ＥＴＣ普及促進などを行うために設立された唯一の財団法人であり、関東地方整備局発注
の「高速道路料金割引に伴う一般道路への効果把握検討業務」（平成16年度）、道路局発注の「ＥＴＣ夜間長距離割引の活用方策検討業務」
（平成16年度）を受注し、ＥＴＣ各種料金割引と関連の強い有料道路の多頻度利用者に関する豊富な情報収集能力を有するとともに同種の社会
実験における課題について検討を実施した実績を有している。
　以上のことから本業務を遂行できる業者は、財団法人道路システム高度化推進機構をおいて他になく、同財団は当該業務を実施し得る唯一
の業者である。
　従って，会計法29条の3第4号，予決令102条の4第3号に該当し随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
一般競争に移行すべく
準備を進める）

804
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度　社会実験の推進に関す
る検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月16日 25,935,000

  本業務の遂行に当たっては、社会実験の趣旨である既存制度の大幅な見直しを伴う抜本的かつ斬新な道路施策という観点から、道路交通分
野の新たな施策や関連する制度及び法律に関する専門知識、実験実施に伴う社会的影響を把握する分析力、道路施策の評価手法に関する知
見等を十分に有していることが必要となる。さらに、これまでに実施してきた社会実験に関する現地調査や実施主体へのヒアリング等により得た
実験内容の細部にも及ぶ広範な調査データや実験計画立案段階や地域での合意形成過程等における検討経緯及びその中で抽出された課題
等への対応状況、これらに基づく包括的な分析結果等について十分かつ詳細に把握している必要がある。
　財団法人国土技術研究センターは「地域整備、都市整備、大規模プロジェクト等の構想及びマスタープラン等の立案並びにこれらに必要な調
査研究」等を実施することを目的に設立された公益法人であり、過去の業務実績において社会実験の対象となり得る施策に関する調査や個別
地域における社会実験の計画策定・評価に関する調査等を多数実施しており、本業務を遂行する上で必要な知識や経験を有している。さらに、
平成１１年度より「社会実験の推進に関する検討業務」を継続的に履行しており、これらの業務実績に基づき、これまで実施してきた社会実験に
ついての高度な知識や豊富かつ細密な調査及び分析結果を有している唯一の機関である。
　以上の理由から、本業務については、財団法人国土技術研究センターが当該業務を実施し得る唯一の機関であると判断し、会計法第２９条
の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

805
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度　スマートウェイ実現方
策検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月28日 47,040,000

　本業務の実施にあたっては、国の立場に即した、より公共性の高い調査検討が求められる。そのため、わが国のＩＴＳ関連施策の推進経緯を
熟知していることに加え、サービスの実現方策やＩＴＳサービスの導入展開に関する国の施策の計画立案プロセス等に関する幅広い知見を併せ
持つ必要がある。また、ＩＴＳはその実現のために、情報の共通基盤の構築や各地域におけるサービスの計画立案・導入展開についても豊富な
知識と専門的な見識を有する必要がある。
　財団法人国土技術研究センターは、平成１１年度からＩＴＳを専門に調査研究する部署を設置し、情報の共通基盤の構築やＩＴＳ導入展開のマ
スタープラン策定の支援などの調査研究を実施しているため、ＩＴＳサービスの計画立案・導入展開に関する豊富な知識と専門的な知見を持つ
技術者を多く有している。また、これまで、「新技術を活用した道路情報の新たな展開に関する検討業務（平成１３年度）」「ＩＴＳを活用した社会資
本整備のあり方に関する検討業務（平成１４年度）」、「スマートウェイ実現方策検討業務（平成１６年度）」等の業務を実施しており、様々なＩＴＳ
サービスの計画立案・導入展開に関する背景や取り組み状況等について熟知していることは自明であり、それに関するデータも豊富に有してい
るものである。さらに、本業務は「スマートウェイ実現方策検討業務（平成１６年度）」の成果の活用が不可欠であり、当該業務に関わる知見が本
業務には不可欠である。（財）国土技術研究センターは当該業務を実施しただけではなく、官民共同研究の公募・実施（平成１７年２月～）を含む
極めて高い成果を実現させた。
　以上のことから、国の立場に即した、より公共性の高い調査検討が実施可能であり、本業務を遂行する上で必要かつ高度な知識、能力を有す
るものは（財）国土技術研究センターをおいて他にない。

従って、（財）国土技術研究センターは当該業務を実施し得る唯一の者であり、会計法２９条の３第４号、予決令１０２条の４第３号により随意契

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

806
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度　今後の道路政策の方向
性に関する基礎的検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月28日 44,919,000

　本業務の遂行にあたっては、道路行政の現状を十分に把握し、施策背景や国民のニーズ等を踏まえた道路政策の立案、実施及び評価につ
いて、広範な知識や幅広い視点による総合的な解析が必要不可欠である。
　（財）国土技術研究センターは、地域整備、都市整備、大規模プロジェクト等の構想及びマスタープラン等の立案並びにこれらに必要な調査研
究などを行うことを事業目的の１つとして設立された調査研究機関であり、多分野にわたる広範な知識や視点から総合的に解析する能力を有す
る。また、当センターは、第１２次道路整備５箇年計画（Ｈ１０～１４）において、２１世紀に向けた道づくりに対する国民の意見・提案の収集整理
（キックオフレポート）を実施し、国民のニーズを踏まえた道路の長期計画の立案に携わった唯一の法人であり、社会資本整備審議会・道路分科
会・基本政策部会の運営にも参画しており、道路整備計画の立案に関する全体像を把握しているとともに、同部会等に委嘱されている有識者や
学識経験者等との豊富な人材ネットワークを有している。
　以上のことから、（財）国土技術研究センターは、本業務を遂行できる条件を備えた唯一の機関である。
　したがって、（財）国土技術研究センターは当該業務を実施し得る唯一の業者であり、会計法２９条の３第４号、予決令１０２条の４第３号によ
り、随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
一般競争に移行すべく
準備を進める）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

807
（財）道路保全技術セン
ター

平成１７年度　わかりやすい道路標識
の整備に関する検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月18日 26,512,500

　本業務の遂行にあたっては、各種関連資料の蓄積があり、その取り扱いに精通していること、専門的かつ広範な知識、道路管理者が行ってい
る標識整備に精通していることや優れた技術力を有していること、これまでの道路標識に関連する基準や施策等の検討経緯を熟知していること
が必要であり、特に昨年１２月にとりまとめられた「わかりやすい道路案内標識に関する検討会」提言について、その検討経緯を熟知しているこ
とが必要である。
　（財）道路保全技術センターは、国土保全に関する総合的な調査研究機関であり、道路標識に関する調査については、標識令の改正の検討
や道路標識週間の実施に係る検討、ポインタープロジェクトにおける路線番号整備率の調査など、道路標識に係る各種の技術及び施策に関す
る多くの検討・調査を行っている。特に、昨年度開催された「わかりやすい道路案内標識に関する検討会」の運営に参画しており、提言がまとめ
られるまでの検討過程における議論の内容を熟知している唯一の業者である。その他にも、バリアフリー標識サイズの検討、地図標識の標準
デザイン案の策定、地域特性を考慮した標識整備の検討等を実施しており、道路標識の整備・改善に関連する業務経験、実績が豊富である。
　以上のことから、本業務で要求される上記能力を満たしている業者は他にはなく、同センターは当該業務を実施し得る唯一の業者である。
　従って、同センターと会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により随意契約を締結するものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

808 （財）計量計画研究所
高速バスロケーションのデータ活用に
関する調査検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月25日 75,915,000

　本業務の実施にあたっては、以下の条件を満たすことを必要とする。
  ①　平成15年度及び平成16年度に実施した「次期道路交通センサスのあり方に関する検討業務（道路交通センサスデータの活用方策に関す
る検討）」における全国の渋滞損失推計手法に熟知している必要がある。
  ②　平成16年度に実施した「全国の渋滞損失算定に関する調査検討業務」における高速バスロケーションシステムデータに関する検討に関し
て熟知しており、全国の高速及び一般道におけるバスロケーションシステムの導入実態やその活用実態について精通している必要がある。
  ③　プローブカーデータの国際標準や公共交通の国際標準の動向に精通している必要がある。
　財団法人計量計画研究所は、平成15年度及び平成16年度に「次期道路交通センサスのあり方に関する検討業務（道路交通センサスデータの
活用方策に関する検討）」、平成16年度に「全国渋滞損失時間算定に関する調査検討業務」を実施した法人であり、上記業務内容に精通し、全
国の渋滞損失推計の手法を検討し、全国のバスロケーションシステムの導入実態のデータを保有している財団である。また、プローブカーデー
タの国際標準に関する国内分科会（ISOTC204WG16.3）の専門委員として参画していると同時に、公共交通に関する国際標準に関する国内分
科会（ISOTC204WG8）の専門家としても参画していることから、プローブカーデータの国際標準や公共交通の国際標準の動向に精通しているこ
とは自明である。
　以上のことから，本業務を遂行する上で十分な能力を有する法人は，財団法人計量計画研究所をおいて他になく，同財団が当該業務を効率
的に実施し得る唯一の法人である。
　従って，会計法29条の3第4号，予決令102条の4第3号に基づきし、同財団と随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
一般競争に移行すべく
準備を進める）

809
（財）国土技術研究セン
ター

道路に係わる課題に関する基礎的検討
業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月29日 25,336,500

　本業務の実施にあたっては、道路交通に関わる国の事業の課題やニーズについて熟知し、地域・都市・道路計画に関する十分な知識及び経
験を必要とするとともに、多様な８テーマについて検討することからも幅広い分野において道路に関わる調査、検討の実績を有するなどの広範
な分析能力を持つ必要がある。それに加えて、これらの幅広い検討結果を今後の道路行政の基礎資料としてまとめる能力が必要となる。
　財団法人国土技術研究センターは「総合技術開発プロジェクト等多領域にわたる新しい建設技術、計画立案技術及び計画評価技術の開発及
び実用化に関する調査研究並びに普及」を目的として設立された公益法人であり、多領域にわたる新たな方策・手法・技術に関わる基礎的調
査、検討を継続して行っている。あわせて、産学官の有識者との交流が深く、各界における幅広い情報収集力・事例の蓄積を有している。
　また、同センターは、平成８年度、平成９年度、平成１０年度、平成１１年度に「今後の道路整備の基本問題に関する調査業務」、平成１２年度
に「暮らしを支える社会基盤等のあり方に関する意見収集検討業務」、平成１３年度及び平成１４年度には「今後の道路調査のあり方に関する
意見収集検討業務」、平成１５年度及び平成１６年度には「道路に係わる課題に関する基礎的検討業務」を履行した。これらの業務実績を通じ
て、同センターは道路交通に関わる国の事業の課題やニーズについて様々なテーマを研究することにより、幅広い知識を有しており、その多様
な分野で行われた業務成果は安全で円滑な道路交通の実現に寄与していることからも、広範な分析能力並びにそれらを総合化して検討を加え
る能力を有している機関である。
　以上のことから、本業務を遂行する上で必要かつ高度な知識・能力を有するものは財団法人国土技術研究センターをおいて他にはない。した
がって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
一般競争に移行すべく
準備を進める）

810
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度　地方部における道路整
備のあり方検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月29日 8,715,000

  業務の実施にあたっては、道路交通に関する専門的な知識のみならず、道路計画の策定や道路事業の執行等に熟知していることに加え、今
後の道路整備のあり方や国民との多様なニーズを把握し、これを道路行政に反映させる仕組み等に関する広範な知識や幅広い総合的な視点
が必要である。
  また、地方部（中山間地、奥地等）の現状（個別地域における人口の推移、振興山村等の地域指定、公共交通の状況、市町村合併への対応
状況、産業（農業、林業、観光等）の状況、就業状況、地域振興に向けた取組状況等）や道路整備の実態（個別地域におけるすれ違い困難箇所
等のデータ、公共施設等の生活関連施設へのアクセス状況、地域に応じた道路構造の採用実績（ローカルルールの適用）等）に関する基礎
データを有していることや、道路交通のみならず広範な分野（交通工学、国土計画、農業、地域経済、医療等）からの地方部における道路整備
に対する考え方について把握している必要がある。
   （財）国土技術研究センターは「地域整備、都市整備、大規模プロジェクト等の構想及びマスタープラン等の立案並びにこれらに必要な調査研
究」等を実施することとして設立された公益法人であり、今後の道路整備のあり方に関する基本的検討に関する調査のほか、国民との多様なコ
ミュニケーションを通じて継続的に意見や満足度を把握して、道路行政に反映させる仕組みを構築するための調査を実施している。
　また、過去に「中山間地域における道路整備のあり方検討業務」、「奥地等における道路整備のあり方検討業務」において、中山間地域及び
奥地等の基礎データのとりまとめを行い、昨年度においても、「地方部における道路整備のあり方検討業務」において、広範な分野の有識者へ
のヒアリングやモデル地域での問題分析を実施しており、本業務に必要な経験や知識を十分に有している。
　以上のことから、本業務を遂行する上で必要な能力を有する機関は、（財）国土技術研究センターをおいて他になく、同財団は本業務を実施し
うる唯一の機関である。
   従って、会計法２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３号により（財）国土技術研究センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
一般競争に移行すべく
準備を進める）
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811
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度　景観に配慮した防護柵
の整備方策の検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月21日 13,965,000

　本業務の遂行にあたっては、現状の防護柵の設置状況、及び景観に配慮した防護柵への取り組み状況を把握するため、全国の直轄国道事
務所を対象に、アンケートによる「景観に配慮した防護柵の取り組み状況調査」を実施し、その調査結果を踏まえて、現地調査、ヒアリング調査
を実施することにより実状を把握する分析力、景観に配慮した防護柵の整備推進のための調査手法に関する知見等を十分に有していることが
必要となる。さらに、これまでに調査検討してきた防護柵に関する現地調査や専門家へのヒアリング等により得られた広範な調査データや、過
去の防護柵に関する検討経緯、及びその中で抽出された課題等への対応状況、これらに基づく包括的な分析結果等について十分かつ詳細に
把握している必要がある。
　財団法人国土技術研究センターは「道路、河川、海岸、都市施設、住宅等の整備、利用、保全その他の管理に関し、特に高度かつ総合的な
建設技術を要する調査研究」等を実施することを目的に設立された公益法人であり、過去の業務実績において道路の整備、利用、保全その他
の管理に関する調査検討業務等を多数実施しており、本業務を遂行する上で必要な知識や経験を有している。また、同センターは景観に配慮
した防護柵に関する基礎的資料、それを調査検討するための技術的知識を持つ人材を有していること、加えて、これまでの業務実績に基づい
た高度な知識や豊富かつ細密な調査及び分析結果等により得られた景観に配慮した防護柵に関する専門的知識を有している唯一の機関であ
る。
　以上の理由から、本業務については、財団法人国土技術研究センターが当該業務を実施し得る唯一の機関であると判断し、
会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

812
（財）道路保全技術セン
ター

平成１７年度　路上工事縮減に関する
調査検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月21日 29,925,000

　本業務の実施にあたっては、わが国における路上工事の現状について広く把握しているだけでなく、道路維持管理に関する高度な知識と経験
が必要となる。
財団法人道路保全技術センターは、「道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関する事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上
を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献すること」を目的として設立された法人であり、道路管理者の視野に立った中立・公平かつ行政的
な立場から、道路の保全、維持管理に関する専門的な技術に関する総合的な調査研究、新技術の開発と普及促進等を実施している機関であ
り、
　①平成１５年度の設置当初から「ユーザーの視点に立った路上工事マネジメントの改善委員会（以下「委員会」という）」の事務局として運営を
行い、これまでの路上工事縮減に関する検討経緯並びに審議内容について詳細に熟知している。
　②路上工事集中化手法に関する検討業務（関東地方整備局）、路上工事抑制対策調査検討業務（関東地方整備局）、埋設管路非開削探査マ
ニュアルや路上工事縮減対策ガイドライン（案）の策定等を実施し、また、英国におけるレーンレンタル制度の調査分析等、海外における路上工
事縮減対策の調査を多く実施しており、占用企業者の実施する工事も含めた路上工事全体の効率的な実施方法について総合的に検討を行う
知識と経験を有している。
　③路上工事の実施状況及び縮減効果を分析する上で必要となる全国の路上工事時間データベースや舗装の修繕工事の計画を検討する上で
必要となる舗装データベースの管理を行っており、道路の適切な保全、維持管理を踏まえた路上工事の実施方法について提案する高度な知識
と経験、およびデータを有している
　以上のように、路上工事縮減をはじめとする道路維持管理に関する専門知識および業務実績ならびにデータの管理実績と中立性、公平性を
有する者は、（財）道路保全技術センターをおいて他にない。
　したがって会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に該当し、随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

813 （財）計量計画研究所
ＩＴＳデータ基盤の道路行政への活用
に関する調査業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月21日 20,895,000

　本業務の実施にあたっては，プローブデータやＶＩＣＳデータをはじめとするＩＴＳに用いられるデータの特性を熟知し，これらを道路行政に活用
するための知見を有する必要がある。また，様々な車両の挙動データ（加速度データ等）等，多様なＩＴＳ機器からのデータ（トラフィックカウン
ター，画像データなど）特性や，それらデータの解析等に関する高度な知識と幅広い知見を有する必要がある。
　財団法人計量計画研究所は，上記業務を請け負った法人であり，本業務を実施するにあたって，課題を詳細に把握する者である。また，平成
16年度に「プローブ情報システムの機能拡充業務」及び「全国の渋滞損失算定に関する調査検討業務」などを実施し，確かな成果を挙げてお
り，プローブデータの分析やそれを道路行政に活用するための知見を有している。更に，平成12～13年度に「ＩＴを用いた交通データ収集に関す
る調査研究委員会」の事務局として運営を行い，平成１５年度の「交通データの収集・蓄積・活用に関する調査検討業務」の業務においては，画
像データを用いた分析，平成１６年度の「交通データの効率的な取得と有効な活用に関する調査検討業務」では，トラフィックカウンターとプロー
ブデータを組み合わせた分析を実施するなど，多様なＩＴＳ機器からのデータの特性に熟知している。
　以上のことから，本業務を遂行する上で十分な能力を有する法人は，財団法人計量計画研究所をおいて他になく，同財団が当該業務を効率
的に実施し得る唯一の法人である。従って，会計法29条の3第4号，予決令102条の4第3号に基づきし，同財団と随意契約を行うものである。

その他のもの

814
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度ＮＰＯと連携した道路管
理や道路空間の活用方策に関する検討
業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月22日 8,505,000

　本業務の遂行にあたっては、柔軟な道路の活用という斬新な道路施策であるという観点から、道路交通分野の新たな施策や関連する制度及
び法律に関する専門知識、施策の実施に伴う社会的影響を把握する分析力、道路施策の評価手法に関する知見等を十分に有していることが
必要となる。また、ガイドラインのフォローアップのためには、ガイドラインの全体像及びその策定の背景・経緯を的確かつ詳細に把握しているこ
とが要求される。加えて、事例集をまとめるため、これまでに全国各地で実施されてきたＮＰＯと連携した地域活動について、細部にも及ぶ広範
な調査データ、実施までの経緯及び実施の際の課題を十分に把握している必要がある。
　財団法人国土技術研究センターは「地域整備、都市整備、大規模プロジェクト等の構想及びマスタープラン等の立案並びにこれらに必要な調
査研究」等を実施することとして設立された公益法人であり、過去の業務実績において「交通需要マネジメント推進方策に関する検討」などの道
路交通に関する新しい施策の検討を行う業務、「宇部新都市における自家用自動車に依存しない地域交通システム導入調査」など新しい交通
施策に関した検討業務、「今後の道路交通安全施策の推進方策に関する調査検討」など地域における新しい道路の活用に関する検討業務な
どを履行し、道路交通分野の新しい施策に関する幅広い経験や知識を有している。また、道を活用した全国の地域活動の支援を多数含む、道
路局の「社会実験の推進に関する検討業務」を、平成１１年度より継続的に履行しており、これまでに全国各地で実施されてきたＮＰＯと連携し
た地域活動の経緯・内容・課題を広範かつ詳細に把握している唯一の機関である。さらに、ガイドライン（案）の取りまとめを行った平成１６年度
「ＮＰＯと連携した道路管理や道路空間の活用方策に関する検討業務」を履行した機関であり、ガイドラインの全体像及びその策定の背景・経緯
を熟知している。
　以上の理由から、本業務については、財団法人国土技術研究センターが当該業務を実施し得る唯一の機関であると判断し、
会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
一般競争に移行すべく
準備を進める）

815
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度　ＩＴＳ関連情報の普及
促進に関する業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月22日 39,375,000

　本業務の遂行に当たっては、国内におけるITS関連情報について、総合的な調査能力、効率的・効果的な広報活動、普及促進活動を実施する
能力に加えてITSを推進している地域等とのつながりを備えていることが不可欠となる。財団法人 国土技術研究センターは、ITS等の新しい建
設技術の総合的、効果的な調査・活用と普及を行う公益法人であり、昨年度「平成16年度　ITS関連情報の普及促進に関する業務」において、
ITSに関するコミュニケーション活動、ホームページ等を活用した効果的な情報収集・発信方法についての検討を行い、良好な成果を得ている。
また、｢平成12年度　地域ITS事例集作成業務」、｢平成15年度　地域におけるITS導入方策等調査業務」では、地域性を考慮したITS導入支援策
の提案のみならず、成功事例の紹介等を通じて新たに地域ITSの普及促進を図るなど、良好な成果を得ている。これらの業務により培われた地
域とのつながりや情報ソース収集能力は、地域ITSの実情やニーズ、広くは社会的ニーズを反映した統合的配備を目標とするITS政策の更なる
普及には必要不可欠なものである。
　このように、ITS関連情報の収集・整理をはじめ、関係者間での情報共有化、対外的な情報発信方策についての検討を数多く行っており、地域
におけるITS企画立案及び導入に欠かせない専門的な知識や経験を有している同センターは、ITS関連情報について、総合的な調査能力を有し
ているとともに、効率的・効果的な広報活動や普及促進活動を実施する能力に加え、地域との連携を図る上でも申し分ない能力を備えていると
いえる。
　以上のことから、本業務を遂行する上で総合的な能力を有する者は、財団法人 国土技術研究センターをおいて他になく、同センターは当該業
務を実施し得る唯一の者である。従って、会計法29条の3第4号、予決令102条の4第3号に該当し、随意契約を行うものである。
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公募手続
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816 （社）雪センター 雪寒事業のあり方に関する検討業務
谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月22日 17,325,000

　本業務の遂行にあたっては、積雪寒冷地域の地域特性や雪寒事業の経緯及び雪寒事業の評価に関する総合的な知見と、施策の策定に関す
る高度な技術を有していることが必要である。
　（社）雪センターは、官学民連携の媒体となり、道路、住宅等の社会資本の整備、維持管理に関し、克雪、利雪及び親雪等の雪に関する総合
的な調査、研究及び技術開発や総合的な情報の収集及び提供を行うことにより、積雪地域における地域振興の向上に寄与することを目的とし
た機関である。
　本業務においては冬期道路利用に関する意識等について分析を行うこととしており、当該分析には（社）雪センターが平成１４年度から毎年実
施しているアンケート調査のデータを用いることとしている。
　また、 近では「雪対策施設のマネジメントに関する検討業務（平成１５年度：東北地方整備局）」、「住民から見た雪国のあり方検討業務（平成
１５年度：北海道開発局、東北地方整備局、北陸地方整備局）」及び「雪寒事業のあり方に関する検討業務」（平成１６年度：道路局国道・防災課
道路防災対策室）などの業務実績を有するなど、積雪地域の地域特性に関する総合的な知見及び雪寒事業等の施策立案及び評価に関する高
度な技術を有している。
　以上のことから、（社）雪センターは、本業務において必要となる総合的な知見、高度な技術を有し、本業務を遂行しうる唯一の機関である。
　したがって、会計法第２９条の３第４号、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に該当し、随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

817 （財）道路管理センター
道路占用許可に関するシステムの 適
化検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月22日 23,100,000

　本業務の実施にあたっては、①道路管理業務（占用物件管理業務、道路占用許可業務等）に関して、専門的かつ幅広い知識が必要であるこ
と、②道路占用許可電子申請手続特有の高度に専門的な技術を要すること、③システム連携・統合のために必要な、各々のデータベース構築
等各システム特有の機能に関しての専門性および習熟性が要求されること等が挙げられる。
(財)道路管理センターは、道路空間の有効かつ適正な利用を実現し道路交通の安全等を図るためにデジタルマッピング技術を導入した「道路管
理システム」の開発・運用等を行うことを目的として設立された機関であり、１０年以上に亘り当該システムの運用を行ってきた実績とともに、占
用物件管理業務や道路占用許可業務に関する専門的かつ幅広い知識を有している。また、前述の「道路占用許可電子申請システム」の開発・
運用や、地方自治体の管理する道路における道路占用許可申請手続の電子化業務の検討等に幅広く取り組んできている。これら蓄積された
高度な技術・能力や各システムの運用実績・習熟性は、本業務を行うにあたり必要不可欠である。
　以上のことから、(財)道路管理センターは当該業務を実施し得る唯一の機関であり、
会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により、随意契約を締結するものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

818
（独）交通安全環境研究
所

大型ディーゼル車に代わる低公害車の
新技術開発・実用化検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月22日 300,000,000

　本業務の遂行にあたっては、
　① 極めて先駆的に行う技術開発であることから、自動車技術に関する専門的な経験が必要であり、さらに内容に関する調査研究等について
精通・熟知し、広範な知見が不可欠
　② 学識経験者や自動車メーカー等の意見等を、中立な立場で検討し、取りまとめられる高度な技術力・知識及び体制が必要不可欠
である。
　独立行政法人交通安全環境研究所は、「運輸技術のうち陸上運送及び航空運送に係るものに関する試験、調査、研究及び開発等を行うこと
により、陸上運送及び航空運送に関する安全の確保、環境の保全及び燃料資源の有効な利用の確保を図ること」を目的としている特定独立行
政法人である。同法人は、自動車排出ガス低減技術開発について、ＤＭＥエンジン技術開発、ディーゼル低公害燃焼技術開発、さらには直接噴
射天然ガス機関の技術開発など多くの実績を有しており、特にＤＭＥエンジンの開発においては、自動車メーカー等よりも早くその適用可能性を
示し、国土交通省における実用化検討会において、日本におけるＤＭＥエンジンの開発の方向性を自動車メーカー等に示してきた実績がある。
また、同法人はこれまでの平成１４～１６年度の初期の３ヶ年に渡って、道路局の「大型ディーゼル車に代わる低公害車の新技術開発調査業
務」等の業務実績を有しており、各大型次世代低公害車等に関する高度な技術力・知識と、 新の動向等について精通している。さらに、同法
人は平成１７年度の自動車交通局の「次世代大型低公害車の新技術に対する技術基準等策定に関する事業」等の業務を受けており、本業務
は自動車交通局の業務と一体不可分である。
　加えて、同法人の設置法においては、「自動車若しくは自動車の部品の製造若しくは販売の事業を営む者は役員になることができない」等の
公平性・中立性を担保する規定が設けられている。
　従って、同法人は、今回の業務を実施するための豊富な経験と優れた技術者を有し、かつ公平性・中立性が保たれている唯一の専門機関で
ある。
　以上のことから、独立行政法人交通安全環境研究所は本業務を遂行できる唯一の法人であり、
会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、独立行政法人交通安全環境研究所と随意契約するものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

819
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度　米国における新たな道
路整備長期計画に関する動向調査業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月26日 50,400,000

　本業務の円滑な実施にあたっては、昨年度米議会で年度内可決予定であった法案が可決されずに今年度に持ち越しとなったが、今年度に
入ってからの経緯についても昨年度までの経緯と合わせて情報収集、調査検討を行う必要があり、これまでの米国における長期計画法案に関
する経緯、内容変遷を熟知している必要がある。また、米国、わが国双方の道路整備長期計画、道路行政制度を熟知し、道路政策に関して幅
広い知識と総合的な分析を行う能力も必要とされる。
　（財）国土技術研究センターは、地域設備、都市整備、大規模プロジェクト等の構想及びマスタープラン等の立案並びにこれらに必要な調査研
究などを行うことを事業目的の１つとして設立された調査研究機関であり、多角的な視点から総合的に解析する能力を必要とする本業務の目的
と合致する。また、当センターは昨年度「米国における新たな道路整備長期計画法に関する動向調査業務」を受託し、米国の新たな道路整備長
期計画法案について情報収集、調査検討を行い、その経緯、背景を熟知し、他よりその知識について先んじている事は明らかである。
　加えて当センターは平成１２年度には「新道路技術五箇年計画の戦略的推進に関する検討業務」、平成１３年度には「国土形成史から見た社
会資本のあり方に関する検討業務」（国土政策総合研究所）、平成１４年度には「今後の道路政策及び広報活動のあり方に関する基礎的検討
業務」、平成１６年度には「道路技術政策の変遷に関する調査業務」等を履行し、これらの実績に基づいた社会資本整備や道路技術政策のあり
方に関して幅広い知識と総合的な分析能力を有しており、現在、社会経済状況や交通が抱える諸問題、時代のニーズなどを踏まえた次期長期
計画策定のための資料作成している唯一の法人で道路の長期計画の立案に携わった唯一の法人である。また、社会資本審議会・道路分科
会・基本政策部会の運営や日韓、日中、日仏の各２国間会議の運営に参画するなど海外をも含めた道路行政に関する 新の政策課題につい
ても熟知している。
　以上のことから、本業務を行う上で必要かつ高度な知識、能力、経験を有するものは（財）国土技術研究センターをおいて他にはない。従っ
て、（財）国土技術研究センターは、当該業務を履行し得る唯一の業者であり、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により随
意契約を行うものである。
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820
（財）道路システム高度
化推進機構

スマートＩＣの恒久的整備に向けた実
施方策検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月26日 66,045,000

１）関連資料の収集分析
　　・本業務では，昨年度から実施されている「SA･PAに接続するスマートIC社会実験」に伴う計画資料・調査結果等を収集分析する事が必要と
なるが，アンケート調査等で不十分な箇所については，スマートICを実際に利用したETC営業データから利用ICペア，利用時刻，車種，匿名化
済ETCカード仮番号などを得て利用特性の分析（観光型スマートICにおける滞在時間の推定や，スマートIC利用のリピーター率算出など）を行う
事が不可欠であり，そのため，匿名化済ETCカード仮番号の扱い（道路利用者の個人情報に準ずる）の保護の実績を考慮する必要がある。
　　・ETC営業データの匿名化によるデータ提供は，財団法人道路システム高度化推進機構が平成15年度「長距離割引社会実験」の効果分析
を行う際に，ＪＨ（当時）の営業データシステムを改修してＥＴＣカード番号を匿名化済仮番号へ変換する事で，個人情報保護を担保した形での
データ提供を可能としたものであり，平成16年度もＪＨ本社営業計画課（当時）では財団法人道路システム高度化推進機構へのみデータ提供
（「夜間長割社会実験」の効果分析実施の際）を行っている。
２）協議会運営等
　　・各地の実験状況の情報交換を目的とした連絡会議の運営を行うにあたり，本業務では開催の主旨を十分に理解した上で円滑な運営を行う
必要がある。財団法人道路システム高度化推進機構はスマートICに関する業務実績を数多く有するとともに，社会実験開始に先だっての「SA･
PAに接続するスマートICの社会実験全体説明会」（平成16年5月7日開催）や，各種ETCに関するイベント・シンポジウム等の運営実績があり，
本業務においても財団法人道路システム高度化推進機構が運営を行う事で，効率的かつ円滑な会議を実施する事が可能となる。
３）財団法人道路システム高度化推進機構について
　財団法人道路システム高度化推進機構は、道路事業者の指導要請のもとに、自動車業界、電気通信業界、クレジット業界の関係者の総意を
得て設立された機関であり、「ＥＴＣの料金徴収の事務取り扱いに関する省令」に基づき情報安全確保規格（セキュリティ）の提供、識別処理情報
（セットアップ情報）の付与を専門かつ一元的に実施する唯一の団体であり、高度なセキュリティのもとＥＴＣを搭載した車両情報等の個人情報を
所有する唯一の団体である。
４）業務実績
　財団法人道路システム高度化推進機構は、ＥＴＣ技術を用いた各種調査研究を業務として行っており、日本道路公団では「豊田地区スマートＩ
Ｃ導入検討業務委託」（平成13年度）、「ＥＴＣ技術を活用したスマートＩＣの調査検討」（平成14年度）、国土交通省道路局では「ＥＴＣを活用したイン
　以上のことから本業務を遂行できる業者は、財団法人道路システム高度化推進機構をおいて他になく、同財団は当該業務を実施し得る唯一の
　従って、会計法２９条の３第４号、予決令１０２条の４第３号に該当し随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
一般競争に移行すべく
準備を進める）

821
（財）道路新産業開発機
構

道路における新たな社会サービス策定
調査業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月26日 13,125,000

　本業務の遂行に当たっては、官民の情報交流や情報発信などの道路に関する活動に関して、行政と地域住民、ＮＰＯ法人や地元企業の連携
の仕組みやそれら団体が構成するネットワークに対しての支援の仕組みに熟知し、また、そうした支援から生まれる道路空間を活用した地域の
活性化検討の経験を有している必要がある。また、意見をまとめるにあたって、今回の調査対象の新たなサービスが道路区域内及び区域外の
沿道にも及ぶ活動の研究のため、道路占用、道路使用許可などの道路法及び道路交通法に限らず、道路区域外を規制する関係諸法令等の解
釈運用についても、専門的な知識と豊富な経験を有していることが必要である。例えば、道路区域外に存する沿道の景観の向上に取り組むよう
な道路管理者のみでは道路法の範疇外で対応できない場合など、沿道住民及びＮＰＯ等の民の協働が不可欠であり、本業務の遂行に当たって
は、そうした民の協働の手法について熟知していなければならない。
　財団法人道路新産業開発機構は、道路に関連する新しい産業分野について調査研究を行うとともにその開発プログラムを策定すること等に
より、道路機能の健全な発展と道路整備の拡充に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的として設立された公
益法人である。特に都市再生事業の推進にも取り組んでおり、その推進のために、今後必要とされる道路と沿道の一体的整備について抽出整
理し、官民協働による事業の推進の検討を行っているところであり、その手法に熟知した法人である。また、これまでにも、国土交通省各地方整
備局の管内において、「道路情報提供システムの新形態に関する検討業務（平成１５年度、国土交通省）」「日本橋地区都市再生事業調査研究
（平成１５年度、国土交通省）」等、それぞれの業務で道路管理者以外の様々な組織や市民、民間企業等の連携による道路清掃活動や植樹活
動による沿道環境の維持管理活動等の新たな社会サービスに関する調査分析の経験がある。そのため、本業務の遂行に必要な道路管理者
以外の地域主体の連携に対する支援方策のノウハウ及び関連する新しい産業分野や地域における各種団体の取組等に関する専門的な知
識、豊富な経験、情報収集能力を有している唯一の法人である。
　よって、本業務を遂行するには、財団法人道路新産業開発機構が唯一の契約対象であり、
会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

822
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度　高速道路等の新しい道
路構造に関する検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月27日 34,650,000

　本業務の遂行にあたっては、各種関連資料の蓄積があり、その取り扱いに精通していること、専門的かつ広範な知識、道路管理者が行ってい
る道路構造の整備に精通していることや優れた技術力を有していること、これまでの道路構造に関連する基準や施策等の検討経緯を熟知して
いることが必要であり、特に高速道路の分離２車線を導入した平成１５年度の道路構造令改正について、その検討経緯を熟知していることが必
要である。
　（財）国土技術研究センターは、国土開発に関する総合的な調査研究機関であり、道路構造に関する調査については、道路構造令の改正の
検討や道路構造令の解説と運用の作成に係る検討、道路構造基準の弾力的な運用に関する調査など、道路構造に係る各種の技術及び施策
に関する多くの検討・調査を行っている。特に、平成１５年度の道路構造令の改正においては「道路構造規格小委員会」を活用して、高速道路の
分離２車線や小型道路の導入に関する検討等を実施しており、改正に係る議論の内容を熟知している唯一の業者である。その他にも、バリアフ
リーに関する構造基準の検討、道路の幅員設定方法に関する検討、構造基準の運用状況の調査等を実施しており、道路構造の整備・改善に
関連する業務経験、実績が豊富である。
　以上のことから、本業務で要求される上記能力を満たしている業者は他にはなく、同センターは当該業務を実施し得る唯一の業者である。
　従って、同センターと会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により随意契約を締結するものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

823 （財）道路経済研究所 交通量抑制策に関する研究
谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月27日 15,960,000

　本調査の目的を達成するためには、わが国の道路交通政策について精通しているとともに、交通渋滞、環境問題等に対するわが国や諸外国
の取り組みについて十分な知識と調査能力を有していること、諸外国の課金施策に関する専門的な知見を有していること、各種施策の効果等
について整理及び分析を行う能力を十分に有していること、の3点が必要である。
　財団法人道路経済研究所は、道路に関する経済的社会的テーマについて総合的な調査研究を行うことにより、道路政策の発展に資するとと
もに道路交通の進歩と国土資源の 適利用に貢献し、もって国民経済の健全な発展と国民福祉の向上に寄与することを目的に、昭和55年に
設立された公益法人である。同研究所は、25年余りにわたり交通渋滞や環境問題等に関する自主研究や国内外における交通量抑制策や料金
施策による交通需要の調整策に関する調査研究等を多数実施し、さらに「交通量抑制策に関する調査」については、平成８年度から16年度の9
年間にわたり継続して取り組んだ経験から、イギリスをはじめとする諸外国の導入事例を迅速かつ詳細な調査により逐一フォローするなど、交
通量抑制策について、諸外国における課金施策等に関する知識及び調査能力は極めて高い能力を有している。また、平成15年度には「海外諸
国の物流効率化の動向に関する検討業務」、平成16年度には「海外諸国における交通事故防止の社会的価値の推計に関する検討業務」に携
わり、道路課金施策の背景となる諸外国における道路交通政策等の諸施策についても高度な知識と総合的な分析力を示している
　本調査を円滑に遂行するためには、これまでに同研究所が交通量抑制策等の道路交通政策に関し継続して調査し、これらの調査を通じて蓄
積してきた資料・情報等を活用し比較検討することが必要であり、このような調査能力等を有した業者は同研究所をおいて他にない。
　以上のことから、財団法人道路経済研究所は当該業務を実施し得る唯一の業者であり、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３により随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入
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824 （財）道路経済研究所
情報通信と道路交通との関連性に関す
る基礎調査

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月11日 16,905,000

　本業務を遂行するに当たり必要な要件は、情報通信・道路交通に関する幅広い知識と当該分野における学術論文・市場調査資料等の収集・
分析能力、データ解析技能を有することである。また、以下の全ての要件も充足しなければならない。
　（１）国土交通省道路局が立案、実施している道路事業をはじめとする政策施策の全般に渡って、その目的や計画内容等に精通する高度な行
政的知識を有していること。
　（２）情報通信サービスの変化が交通需要に与える影響を定量的に捉える必要があり、これには経済学の知識と統計解析の技術を有している
こと。
　財団法人道路経済研究所は、道路交通に関する経済的かつ社会的テーマについて総合的な研究を行う財団法人であり、国立大学及び私立
大学での教職経験がある交通経済学者・交通工学者、行政実務経験者を擁しているうえ、研究委員として国・公・私立大学、研究所等の有識者
を擁している。さらに設立当初より道路交通の実証・規範経済分析を中心とした研究実績があり、また現在も道路交通経済学を も得意とする
法人である。
　また、同研究所は、平成15年度から16年度までに「情報通信と道路交通との関連性に関する調査研究業務」を継続して履行するなかで、県間
の自動車トリップ数と通話回数に関する時系列分析や、インターネット・電子メールに関する利用実態アンケート調査分析といった有益なデータ・
解析結果の蓄積がある。これらの蓄積は、本調査業務を遂行する上で、欠くことのできない貴重な基礎資料である。従って、同研究所は、これら
の貴重な蓄積を有効に利用できうる唯一の機関であり、本業務の主要課題に関して同研究所以上に精通し、かつ有用な成果を生み出すことの
できる機関は他にない。
　さらに同研究所は、国土交通省道路局発注の業務のほかにも、自主研究として、「ユビキタス時代の到来とＩＴＳの将来像に関する研究」といっ
た高度情報通信と道路交通に関連する研究等も精力的に推し進めている機関であり、これら他の研究で得られた知見、知識を利用し、その相
互作用を活用していくことで、高い政策的示唆を導出できる機関であると考えられる。
　以上のことから、財団法人道路経済研究所は、当該業務を履行し得る唯一の機関であり、会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号
により随意契約を行うものである。

その他のもの
18年度以降において当
該事務・事業の委託等
を行わないもの

825
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度　地域との連携によるＩ
ＴＳ推進方策検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月19日 24,360,000

　本業務の実施にあたっては、先端・流行から社会問題を解決する施策ツールとなりつつあるITSについて、各地域で導入されているITSサービ
スについて情報を収集し、事業実施プロセスや評価方法について分析・検討を行う。このため、各種ITSサービスに対する地域のニーズの把握
や、これまでの各地域で検討・導入を実施してきた様々なITSサービスの導入に関する背景や取り組み状況、効果等について豊富なデータを保
有しその内容について熟知していることが不可欠である。また、国の施策の計画立案プロセスや事業評価等に関する幅広い知見を併せもつ必
要がある。
　財団法人国土技術研究センターは、情報の共通基盤の構築や道路管理業務プロセスの改善、各地域のITS導入展開のマスタープラン策定の
支援などの調査研究を実施している。特にITSに関しては専門部署を有し、業務経験の豊富な専任の研究員を擁しており、ITSサービスの計画
立案に関する豊富な知識と専門的な知見を持つ技術者を多く有している。また、これまでに実施した「施策評価実施のためのITS導入効果にお
ける調査検討業務」、「地域におけるITS導入のための事例収集及び支援方策等調査検討業務」、また、平成１５年度の「地域におけるITS導入
方策等調査検討業務」、平成１６年度の「地域におけるITS推進方策調査検討業務」等の業務を実施してきた法人であり、各地域の様々なITS
サービスの導入に関する背景や取り組み状況、効果等について熟知していることは自明であり、それに関するデータも豊富に有しているもので
ある。
　以上のことから、本業務を遂行する上で必要かつ高度な知識、能力を有するものは（財）国土技術研究センターをおいて他にない。従って、
（財）国土技術研究センターは当該業務を実施し得る唯一の業者であり、
会計法２９条の３第４号、予決令１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

826
（財）道路システム高度
化推進機構

ＥＴＣのさらなる普及促進のための料
金決済方法の多様化検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月19日 41,055,000 本業務は、ORSEが省令に定められた唯一の者として保有する識別処理情報ｼｽﾃﾑに関する高度な知見を有する必要があるため。 その他のもの

827
（財）道路保全技術セン
ター

道路防災マネジメントシステム検討業
務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月19日 33,600,000

　本業務の遂行にあたっては、道路防災に関する高度な知見と道路防災対策に関する技術を有していることが必要である。
　（財）道路保全技術センターは、平成８年度に「道路防災総点検点検要領」及び「防災カルテ作成・運用要領」の策定に携わったとともに、全国
的な災害履歴調査の実施及び分析業務に携わっており、今回の改訂に必要となる防災技術に関する技術を有していると言える。
　さらに、同財団は、斜面災害の現場診断及び防災対策に関する助言・指導等を行う、道路防災に関する分野を専門とする学識経験者等から
なる「道路防災ドクター制度」を運営しており、道路防災対策に関する高度な知見を有している。
  以上のことから、（財）道路保全技術センターは、本業務において必要となる高度な知見および技術を保有し、業務を遂行しうる唯一の機関で
ある。
　したがって、会計法第２９条の３第４号、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に該当し、随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

828
（財）道路新産業開発機
構

平成１７年度　欧米におけるＩＴＳ
新動向調査業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月20日 30,030,000

　本業務の円滑な実施にあたっては、わが国の道路行政とりわけITS推進施策及び研究開発に関する課題に加え、欧米のITS施策を含めた技
術・市場動向についても精通していることが必要である。財団法人道路新産業開発機構は、ITSに関する国際標準化機構であるISO/TC204の
国内分科会の事務局を勤めITSの国際動向を熟知している。さらに、ITSに関しては専門部署を有し、業務経験の豊富な専任の研究員を擁して
いる。またITS世界会議における研究成果の発表、情報収集・交換を積極的に行うなど、欧米におけるITSに関する調査業務の内容を熟知して
いる。また、これまで「平成１４年度　北米におけるITSの基礎調査」、「平成１５年度　米国におけるITSの基礎調査」、「平成１６年度　米国におけ
るITS基礎調査」等の業務を実施し優れた実績を上げてきた法人であり、海外各国のITS施策を含めた技術・市場動向についても精通している
事が自明であり、それに関するデータも豊富に有しているものである。
　以上のことから、本業務を遂行する上で必要かつ高度な知識、能力を有するものは財団法人道路新産業開発機構をおいて他にない。従って、
財団法人道路新産業開発機構は当該業務を実施し得る唯一の業者であり、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により随意
契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

829
（財）道路新産業開発機
構

平成１７年度　東南アジア諸国へのＩ
ＴＳ導入戦略に関する調査

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月20日 39,795,000

本業務の実施にあたっては、国際標準化に関する高度で専門的な知識を有し、ITSの国際標準化に関する動向に精通し、ITSシステムアーキテ
クチャも含めたITS全般に関して高度な知識を有し、国際標準化に関する情報収集や標準化案の作成に際し、中立的な判断を行える能力に優
れていることが必要である。（財）道路新産業開発機構は、学識経験豊富な専任の研究員を擁しているうえ、ITSに関する国際標準化機構である
ISO/TC204の国内分科会のうち道路関係の引き受け団体を勤めるなど、ITSの国際動向に精通しているほか、これまでの検討経緯などについ
ても把握しており、これらの要件を満たす唯一の機関である。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

830
（財）日本建設情報総合
センター

地方道・交通安全整備計画支援システ
ムの改良

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月20日 11,445,000

　本業務の実施にあたっては、情報処理に関する専門的な知識のみならず、既存データベースの構成、運用状況及び自治体からの改良要望等
を踏まえた適切かつ広範囲に及ぶ検討が必要であり、また国及び関係機関が保有・交換する道路整備に関する情報の適正かつ効率的な活用
等に関する幅広い知識を有している必要がある。
　（財）日本建設情報総合センターは、建設事業の円滑な執行に資する情報システムの調査研究を行い、これを広く普及するとともに、建設情報
の提供を行うことにより、建設技術の向上、建設事業の効率化、国土の安全かつ有効利用の促進を図り、もって国民生活の高度化及び経済の
活性化に資することを目的として設立された法人であり、本業務の実施に当たって必要な、高度な情報処理に関する知識のみならず、建設情報
の有効活用による建設事業の効率化に資する専門的な人材及び知識を有している。
　また、同法人は地方道・環境課で現在運用しているデータベースである「地方道・交通安全整備計画支援システム」の設計、改良業務を平成１
２年度より継続的に実施しており、同システムについての細密でかつ高度なデータテーブル間のリンクやリレーションシップ、及び各年度毎の施
策や制度改正に対応したフォーム・レポート形式等のデータベース構造に関する知見、また国と地方公共団体との間で交換される情報に関する
幅広い知識等を総合的に有している唯一の機関である。
　以上のことから、本業務を遂行する上で必要な能力を有する機関は、（財）日本建設情報総合センターをおいて他になく、同法人は本業務を実
施しうる唯一の機関である。
　従って、会計法29条の3第4項、予決令102条の4第3号により（財）日本建設情報総合センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入
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831
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度新たな道路管理制度に関
する検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月23日 31,815,000

　本業務の遂行にあたっては、現行の道路管理制度を十分に把握し、多岐・多様な見地から新たな道路管理制度を検討していく必要があるた
め、公平・中立的な立場で官民双方から円滑に情報の収集及び整理が行えるとともに、総合的な「新たな道路管理制度」の検討を行うための広
範な知識や幅広い視点が必要不可欠である。
　（財）国土技術研究センターは、地域整備、都市整備、大規模プロジェクト等の構想及びマスタープラン等の立案並びにこれらに必要な調査研
究などを行うことを事業目的の１つとして設立された調査研究機関であり、多分野にわたる広範な知識や視点から総合的に解析する能力を有す
る。委員会等の運営についても豊富な実績を有しており、学識経験者等により構成される多数の委員会を運営している。また、学識経験者のみ
ならず、各自治体及び地域住民の取り組みについて情報収集する連絡会議を企画・運営した実績もあり、公平中立的な立場で官民双方から円
滑に情報の収集及び整理を行うなど、本業務を効率的かつ迅速的に行うために必要な経験と知識を有しているとともに、当研究会の企画・運営
を行う上では、他の追随を許さない。
　当センターは各種の制度改正に係る業務経験・実績が豊富であり、昨年度においても、道路の附属物に関する道路法施行令の一部改正に関
して、道路法や道路交通法など関連法令の整理や関係省庁との調整のための資料作成を行った唯一の法人である。
 　以上のことから、（財）国土技術研究センターは、本業務を遂行できる条件を備えた唯一の機関である。
　したがって、（財）国土技術研究センターは当該業務を実施し得る唯一の業者であり、会計法２９条の３第４号、予決令１０２条の４第３号によ
り、随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

832 （財）道路経済研究所
都市部におけるバス交通のあり方に関
する調査研究業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月23日 13,230,000

　本業務を遂行するに当たり、バス交通関係データ収集及び都市部におけるバス交通のあり方に関する幅広い知識と分析能力を有するととも
に、次の要件をすべて充足する必要がある。
　（１）国土交通省道路局が立案、実施している道路事業をはじめとする政策施策の全般に渡って、その目的や計画内容等に精通する高度な行
政的知識を有していること。
　（２）本業務の主要な概念、取り組みであるバスターミナルのコンパクト化、バス情報インフラの整備について精通していること。
　（３）バスに関する公共財的なインフラの整備、構築について、多様な関係主体（バス利用者やバス事業者、社会全体）の視点から、公平に評
価し、効率的かつ実現性の高い政策的示唆を導出する能力を有していること。
　財団法人道路経済研究所は、道路に関する経済的かつ社会的テーマについて研究を行う財団法人であり、国立大学及び私立大学での教職
経験がある交通経済学者、行政実務経験者を擁しているうえ、研究委員として国・公・私立大学、研究所等の有識者を擁している。さらに、同研
究所は、昭和55年の設立以来、25年間にわたって道路交通に関連する自主研究、受託研究を継続的に行ってきており、道路交通に関する情報
の蓄積が豊富かつ資料収集、資料分析能力に優れている。
　また、バスターミナルのコンパクト化やバス情報インフラの整備、構築は、平成14年度から16年度までに「都市部におけるバス交通のあり方に
関する調査研究業務」を継続して履行するなかで初めて提起、議論された新たな概念である。昨年度までは新たな概念、取り組みの一部が成
果物として示されている段階であり、今年度は、概念の創出、取り組みの実施に参加した研究委員間で共有している暗黙知的な成果を、更なる
調査研究を通じて明確な成果物として示していく段階にある。従って、本業務の主要課題に関して同研究所以上に精通し、かつ有用な成果を生
み出すことのできる機関は他にない。
　さらに同研究所は、国土交通省道路局発注の業務のほかにも、自主研究として、「バス交通の役割と利便性向上方策に関する研究」といった
バスと関連する他の社会経済機能に関する研究を精力的に推し進めている機関であり、これら他の研究で得られた知見、知識を利用し、その
相互作用を活用していくことで、高い政策的示唆を導出できる機関であると考えられる。
　以上のことから、財団法人道路経済研究所は、当該業務を履行し得る唯一の機関であり、会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号
により随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

833
（財）道路新産業開発機
構

ＩＴＳサービス普及のための制度的枠
組みに関する調査検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月23日 31,510,500

　本業務の実施にあたっては，ＩＴＳサービスに関する深い理解に加えて、本サービスが本格普及した段階で想定される制度上の課題を具体的
に抽出・分析し、サービス展開に支障を来さぬよう必要な措置を検討する能力が要求される。財団法人道路新産業開発機構は，道路に関する
新しい産業分野について研究開発を総合的に支援するため、本業務の検討対象である自動車、通信機器、電気機器の各分野を含む約300社
の民間企業の協賛により設立された非営利の法人である。同機構は、ＥＴＣ、ＶＩＣＳ等をはじめとした、これまで導入済みのＩＴＳサービスについ
て、その企画立案、導入・展開、運用に参画し良好な実績を有している。また、「走行支援システムに係る法制度の整備に関する研究」（平成14
年度）では、走行支援システム利用者の交通事故発生時における責任関係について、システム供給側として必要な措置を的確に分析、整理し
た。さらに、ＥＴＣ関連技術をＥＴＣ以外の利用に用いる場合において想定される制度上の課題を抽出・分析し、ＥＴＣ技術の更なる普及に向けた
検討「ＥＴＣ関連技術の活用・開放に関する検討」（平成15年度）においても、個人情報保護やセキュリティ確保の観点から、ETC関連技術活用
のあり方を検討しており、これまでに培ってきた実績及び幅広い知見等を活用し良好な成果を収めている。このように、同機構はＩＴＳサービス普
及時に想定されるリスクファクターを抽出、整理・分析し的確な解決方策を検討する能力を有している。また、ＩＴＳサービスの制度構築に関して
の法律や制度運用に精通しているのみならず、ＩＴＳ技術に関しても深い知見を有している。
　以上のことから，本業務を遂行する上で総合的な能力を有する者は，財団法人道路新産業開発機構をおいて他になく，同機構は当該業務を
実施し得る唯一の者である。従って，会計法29条の3第4号，予決令102条の4第3号に該当し随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

834
（財）道路保全技術セン
ター

大型車両の制限に関する実態調査検討
業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月23日 19,425,000

　本業務の遂行にあたっては、舗装や橋梁をはじめとする道路構造について、その構造的な特性、特に大型車両などの道路交通との関係、特
殊車両の制度に関する十分な知識が必要であり、また、道路交通や道路維持管理、道路の保全に関する専門知識に精通していることが必要
不可欠である。
　財団法人道路保全技術センターは、これまでにも「特殊車両の管理高度化調査検討業務」、「特殊車両の適正化に関する検討業務」や「大型
車の制限に関する国際比較及び国内輸送の実態調査検討業務」などの特殊車両の走行に関する調査研究を行ってきたものであり、特殊車両
の走行実態や指導取締、通行規制に関して豊富なデータと調査実績を有しているほか、これら検討を通して特殊車両に関連する各種制度にも
十分精通しているものである。また、危険物輸送管理において、ISO/TC204のWG7内に発足した「危険物ビジネスチーム」の事務局を努め、ＯＥ
ＣＤなど国内外の危険物輸送管理に精通しているとともに、関連事業者との協議等についても実績があり、大型車による輸送等に関する法規
制等も含めた国際的な動向を把握、調査する実績を有している。
　以上のことから、本業務を遂行する上で十分な能力を有するのは財団法人道路保全技術センターをおいて他になく、同財団が当該業務を実
施し得る唯一の者である。
　従って、会計法２９条の３第４号、予決令１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入
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835 （財）計量計画研究所
世界の道路行政の動向に関する検討業
務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月24日 17,850,000

　本業務の実施にあたっては、国内及び海外でこれまでに実施されてきた道路施策、計画に関して熟知していることに加え、現在の我が国にお
ける道路政策における課題と今後のニーズを的確に把握し、これらのニーズに対応した海外における取り組みを即時的かつ適切に捉え、我が
国の道路政策にどのように反映していくかを検討していくことが必要であり、前提となる道路交通施策に関する高度な知識と経験が要求される。
　財団法人　計量計画研究所は、我が国及び諸外国の政治、経済、社会事象の調査研究を行い、我が国諸官庁をはじめ諸企業の合理的政策
決定及び科学的計画に関する知識の普及に寄与することを事業目的として設立された財団法人である。また、国内及び海外の大学や各種国
際機関等と強く連携しており、効率的な情報収集や、業務の質の向上のための体制作りや研究会の組織化等を効果的に行うことができる。
　同財団は、平成６年度から「世界の道路行政の動向に関する調査」を継続的に実施するなど海外の道路施策に関する調査を数多く実施してお
り、国内外の道路行政について比較検討を行い優れた実績をあげている。また、「データでみる国際比較 交通関連データ集」の刊行を実施して
いることからデータの蓄積があり、それを交通政策全般に反映する能力を有している財団である。
　以上のことから、本業務を遂行する上で十分な能力を有する法人は、財団法人計量計画研究所をおいて他になく、同財団が当該業務を効率
的に実施し得る唯一の法人である。
　従って、会計法29条の3第4号、予決令102条の4第3号に基づき、同財団と随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

836 （財）計量計画研究所
平成１７年度道路交通センサスＯＤ調
査マスターデータ作成検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月24日 31,500,000

　本業務の履行にあたっては、以下の条件を満たすことを必要とする。
　①全国で行われている実態調査とその取りまとめを正確かつ迅速行うためのデータチェック作業及びその内容の検討、マスターデータ作成方
法等の検討が必要となるため、過去に実施されてきた道路交通センサスの課題とその対応方法、道路交通センサス以外の交通調査やデータ
作成等に関する多様な情報、経験を有すること。
　②実態調査の結果は、自動車の将来交通需要推計やその他道路計画や事業評価を行うためのデータであるため、マスターデータ作成方法
の検討に際しては、将来交通需要推計、事業評価についてもその内容を熟知している必要があること。
　財団法人　計量計画研究所は、我が国及び諸外国の政治、経済、社会事象の数量的な調査研究を行い、科学的計画に関する知識普及に寄
与することを設立目的とした公益法人である。
　同法人は、国土交通省道路局より、平成２年度より過去３回に渡って道路交通センサスの企画・調査設計、データ作成及び解析に関する業務
を受注してきただけでなく、東京都市圏ＰＴ調査をはじめとする全国各地で行われてきた各種交通調査の企画・調査設計・データ作成及びデータ
管理業務にも長年にわたり携わり、実態調査からデータ作成を効率的かつ迅速に行うために必要となる経験、知識を多く有している。
　また、平成14年度から国土交通省道路局より、道路交通センサスＯＤ調査実施に向けた企画・設計、準備に関する業務を受注するとともに、
平成17年度には実態調査の企画、実査準備を行う「平成17年度道路交通センサスＯＤ調査に関する検討業務」を受注していることから道路交
通センサスＯＤ調査に関する現状の問題点、課題等の知識を多く有している。なお、調査の企画・調査設計、準備に関する検討結果が実態調査
後に行うマスターデータ作成方法に影響を及ぼすため、調査の企画・調査設計、準備に関する検討とマスターデータ作成方法に関する検討業
務は分割して発注を行うこととした。
　さらに、平成10年度～平成13年度において土木学会土木計画学研究委員会「交通調査技術検討小委員会」に参画するとともに、事務局として
活動し、交通関係の様々な調査方法およびデータ活用に関する 新の理論とその実践的な解析にも精通しており、将来交通量推計に関しても
国土交通省道路局より業務の受注をしており、全国レベルでの将来交通量推計に関する知識に関しては他の追随をゆるさない。
　以上のとおり、本業務を遂行する上で必要とされる条件及び業務実施能力を有しているのは、上記法人のみであることから、
会計法29条の3第4号、予決令第102条の4第3号により随意契約を行うものである。

その他のもの
18年度以降において当
該事務・事業の委託等
を行わないもの

837 （財）計量計画研究所
平成１７年度全国の渋滞損失算定に関
する調査検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月26日 21,945,000

　本業務の実施には，以下の条件をみたす必要がある。
　①既存の渋滞損失算定の手法から，その検討経緯，また渋滞損失の算定の鍵となるプローブカー，トラフィックカウンターデータの特徴に精通
していることが重要である。
　②昨年度までに実施された渋滞損失算定に関する問題点や課題を把握し、その解決手法に関する知識を有している必要がある。
　③今年度実施する道路交通センサスのデータ活用に関する検討を行うため，その道路交通センサスのデータにも熟知している必要がある。
　財団法人計量計画研究所は，平成１２～１３年度に実施した「ＩＴを用いた交通データ収集に関する調査研究委員会」の事務局を担当し，また
「平成１６年度交通データの効率的な取得と有効な活用に関する調査検討業務」を実施しており，平成１５年度に日本で初めて達成度報告書が
策定される以前から，渋滞損失計測の解析手法，ＩＴにより取得する旅行時間，交通量の特異性を把握している法人である。また，「平成１５年
度プローブデータの道路行政への活用方策に関する検討業務」，「平成１６年度全国の渋滞損失算定に関する調査検討業務」を実施し，渋滞損
失算定上の問題・課題，その改善方法にも精通している。
　さらに，「平成１５年度次期道路交通センサスのあり方に関する検討業務（道路交通センサスデータの活用方策に関する検討）」を実施した法
人であり，道路交通センサスのデータに関しても熟知している．
　以上のことから，本業務を遂行する上で十分な能力を有する法人は，財団法人計量計画研究所をおいて他になく，同財団が当該業務を効率
的に実施し得る唯一の法人である．
　従って，会計法29条の3第4号，予決令102条の4第3号に基づきし，同財団と随意契約を行うものである．

その他のもの

838 （財）計量計画研究所
ＶＩＣＳデータの活用方法に関する検
討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月26日 22,050,000

　本業務の履行にあたっては、以下の条件を満たすことが必要である。
　①ＶＩＣＳデータを道路行政マネジメント等に活用していくため、道路交通センサスのデータをはじめとする既存交通データの解析やプローブ
カーデータの特徴に精通していること。
　②ＶＩＣＳデータを新たに道路行政マネジメント等に活用していくため、ＶＩＣＳデータの特質や、道路施策に関して熟知していること。
　財団法人計量計画研究所は、平成１２～１３年度に実施した「ＩＴを用いた交通データ収集に関する調査研究委員会」の事務局を担当し、また
「平成１６年度交通データの効率的な取得と有効な活用に関する調査検討業務」を実施しており、ＩＴにより取得する旅行時間、交通量の特異性
を把握している法人である．また、平成１５年度次期道路交通センサスのあり方に関する検討業務（道路交通センサスデータの活用方策に関す
る検討）」を実施した法人であり、道路交通センサスのデータに関しても熟知している。
　さらに、平成１６年度に国土交通省中部地方整備局名古屋国道事務所「動的交通需要マネジメント検討業務」を実施し、わが国で唯一ＶＩＣＳ
データを用いてアウトカム指標の検討を行った機関であるため、ＶＩＣＳデータの特徴はもちろんのこと、道路行政への活用方法についても熟知し
ている。
　以上のことから、ＶＩＣＳデータの特徴を理解し、道路行政マネジメント等への活用への検討をできる法人は、財団法人計量計画研究所をおい
て他になく、同財団が当該業務を実施し得る唯一の法人である。
　従って、会計法29条の3第4号、予決令102条の4第3号に基づきし、同財団と随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
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契約を締結した日

契約金額
（円）
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果

講ずる措置 備考

839
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度　バリアフリーの道路構
造基準に関する検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月26日 24,675,000

　本業務の遂行にあたっては、各種関連資料の蓄積があり、その取り扱いに精通していること、専門的かつ広範な知識、道路管理者が行ってい
るバリアフリー道路の整備に精通していることや優れた技術力を有していること、これまでのバリアフリーに関連する基準や施策等の検討経緯
を熟知していることが必要であり、特に平成１２年度の「重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準」や平成１
４年度の「道路の移動円滑化整備ガイドライン」の策定について、その検討経緯を熟知していることが必要である。
　（財）国土技術研究センターは、国土開発に関する総合的な調査研究機関であり、バリアフリーに関する調査については、バリアフリーに関す
る構造基準の検討やバリアフリーに関する諸ガイドラインに係る検討、バリアフリー化状況の調査など、道路構造に係る各種の技術及び施策に
関する多くの検討・調査を行っている。特に、平成１２年度から「道路空間のユニバーサルデザインを考える懇談会」を運営して、「重点整備地区
における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準」及び「道路の移動円滑化整備ガイドライン」の策定に関する検討等を実施して
おり、基準策定に係る議論の内容を熟知している唯一の業者である。その他にも、道路構造令の改正に関する検討、構造基準の運用状況の調
査等を実施しており、道路構造の整備・改善に関連する業務経験、実績が豊富である。
　以上のことから、本業務で要求される上記能力を満たしている業者は他にはなく、同センターは当該業務を実施し得る唯一の業者である。
　従って、同センターと会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により随意契約を締結するものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

840
（財）日本道路交通情報
センター

異常気象時道路交通規制情報の道路利
用者への提供に係る調査検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月26日 14,935,200

　本業務の遂行にあたっては、道路状況に関する情報の提供を一元的に担うものであることから、本業務を遂行する者は、専門的かつ高度な
情報収集能力と信頼性のある情報提供能力を有する必要がある。特に、異常気象等における通行規制情報の提供は、時に国民の生命、財産
等を守る重要なものであり、正確性及び迅速性が真に求められるものである。
　財団法人日本道路交通情報センターは、昭和４３年に発生した飛騨川バス転落事故を契機として、道路交通情報提供業務を充実強化する必
要性が叫ばれるなかで、警察・道路管理者両者において収集される情報を一元的、かつ、正確、迅速に提供し、もって交通の安全及び円滑化を
図るため、道路交通情報提供を目的とする機関として設立された公益法人であり、設立以来、道路利用者の安全と利便を図るため、道路及び
道路交通に関する情報の収集及び提供、調査、研究、試験等を通じ、長年の経験の中から培った知識、技術により充分な成果をあげているとこ
ろである。
　また、近年IT技術の進展にあわせた情報収集・提供のためのシステム及び全国ネットワークを有するとともに、全国各地に配置している職員
も、情報の収集及び電話、ラジオ、テレビ等の複数の媒体を通した情報の提供に不可欠な専門的かつ高度な知識、技術及び技能を習得してい
るところである。
　以上のことから、当該法人は、各地方整備局はもとより、各都道府県、関係機関等からきめ細かな情報を収集できるを有する団体であり、ま
た、広く一般利用者に対し信頼の高い情報を提供することのできるものであり、本業務を遂行する上で十分な能力を有する法人は、財団法人日
本道路交通情報センターをおいて他になく、本業務を遂行し得る唯一の団体である。
　よって会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降、
一般競争へ移行
(5,974,200円)または企
画競争等を実施
(8,961,000円)すべく準
備を進める）

公募手続
きを導入

841
（財）海洋架橋・橋梁調
査会

平成１７年度　橋梁点検技術者の技術
向上に関する検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月27日 8,505,000

　本業務の遂行にあたっては、道路橋の点検手法、検査実務に関する高度な知識や、点検技術者の人材育成等に関する海外の情報も含めた
豊富な知見が必要とされる。
　財団法人海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境その他の問題についての調査研究、知識の普及等を
行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることによって、国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とした財団で、その主たる業務に
は、
・海洋架橋その他の橋梁の保全に関する調査、研究及び開発
・海洋架橋その他の橋梁に関する研修会、講習会等の実施、技術の指導その他の人材育成
・海洋架橋その他の橋梁に関する海外事情の調査及び国際協力
が含まれており、道路橋に関する高度な技術と豊富な経験を有する団体である。特に、直轄国道の橋梁の検査（診断）・詳細点検業務を実施す
るなど、橋梁の点検、検査に関する高度な技術を有するとともに、平成６年度より実施している「橋梁点検技術研修会」では、これまで道路管理
者の研修修了者は１７８６名に達しており、橋梁点検に関する道路管理者に対する人材育成についても豊富な知見を有する唯一の団体である。
　よって、本業務の遂行にあたっての十分な知識及び能力を有しているものは（財）海洋架橋・橋梁調査会をおいて他にない。
　したがって、会計法第２９条の３第４号、予決令第１０２条の４第３号の規定により、（財）海洋架橋・橋梁調査会と随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

842 （社）国際建設技術協会
平成１７年度　道路建設コストの内外
比較に関する検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月27日 15,960,000

　本業務を遂行するに当たっては、道路事業の建設コストに関する詳細な調査及び分析業務の経験を有し、海外の道路事業に関する知見を有
するとともに、海外の詳細、かつ正確なデータを調査するために、海外において、道路事業を実施している公的機関に対する高い調整・情報収
集能力を有していることが必要である。
　（社）国際建設技術協会は海外における建設技術に関する調査及び研究を行い、もって海外における国土開発に協力することを事業目的とし
た団体である。
　同協会は非営利団体であるとともに、国連と共同活動を行うための協定を有する唯一の建設分野の団体であり、約５０年に渡る海外に関する
調査検討業務の実績を持つ。特に道路局が発注している海外の道路行政に関する調査を平成１０年度以降実施しており、業務を通じて道路事
業を実施している海外の公的機関に対する調整・情報収集の経験が豊富であることから、本業務の遂行に必要な道路事業を実施している海外
の公的機関との高い調整・情報収集能力を有している。
　さらに、同協会は、「海外の道路整備に関する調査業務」（平成１４年度）、「土木工事における建設コストの内外価格差調査業務」（平成１５年
度）等、先進諸国の道路整備及び建設コストに関する調査を数多く受注しており優れた実績を上げている。
よって、本業務の遂行に当たっての十分な知識及び経験を有している者は同協会において他にはない。
　以上のことから、（社）国際建設技術協会は当該業務に精通している唯一の者である。従って、会計法２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３
号に該当し、随意契約を行うものである。

その他のもの
18年度以降において当
該事務・事業の委託等
を行わないもの

843 （社）国際建設技術協会
平成１７年度海外の道路関係情報に関
する調査

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月27日 35,070,000

　本業務を遂行するに当たっては、道路行政に関する幅広い調査及び分析業務の経験を有し、海外の道路行政に関する国際的知見を有すると
ともに、海外の情報をいち早く入手する能力が必要である。
　（社）国際建設技術協会は、海外における建設技術に関する調査及び研究を行い、もって海外における国土開発に協力することを事業目的と
した公益法人である。
同協会は、海外の道路行政、政策、契約制度等調査において実績は膨大であり、欧州や北京に事務所を持つなど海外の 新動向収集にあ
たって必要となる能力を十分に有している。
　また、同協会は国連と共同活動を行うための協定を有する唯一の建設分野の公益法人であり、約５０年に渡る海外業務の実績と相俟って、海
外の公的機関との信頼関係が厚く、幅広く建設分野の情報ネットワークを有している。
　よって、本業務の遂行に当たっての十分な知識及び経験を有している者は国際建設技術協会をおいて他にはなく、同協会は本業務を実施し
得る唯一の者である。
　したがって、会計法２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

844
（財）道路新産業開発機
構

自動二輪における効率的支払方法の試
行運用業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月30日 70,875,000

本業務の実施にあたっては、現行ＥＴＣ及び二輪ＥＴＣのシステム・通信方式並びに電気通信の 新技術のについて、中立的な立場から評価・
選定を行い、システムの構築・調整及び検証を行える能力と経験が必要である。財団法人 道路新産業開発機構は、ETC路側無線装置仕様書
等に関しての著作権を有し、研究開発から全国のシステム設計及び運用開始当初の作業全般に関わるとともに、既往関連システムの構成につ
いても熟知している等、これらの要件を満たす唯一の機関である。

その他のもの



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

845
（財）日本道路交通情報
センター

平成１７年度　特殊車両に係る経路及
び通行条件提示検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月30日 12,075,000

　本業務の遂行にあたっては、特殊車両通行許可制度における現状を十分理解し、大型車両の通行に係る橋梁・交差点などの情報処理に関
し、技術的に十分な知識が必要不可欠である。
　財団法人日本道路交通情報センターは、道路利用者の安全と利便を図るため、道路及び道路交通に関する情報の収集及び提供、調査、研
究、試験等を行い、もって道路交通の安全と円滑化に寄与するとともに、産業の進展に即応した道路網の体系的整備に貢献することを目的とし
て設立された財団であり、通行許可審査の基本となる橋梁（重量制限箇所）・トンネル（上空障害箇所）・その他の通行障害箇所データを効率的
に活用する技術を有しており、さらに申請者の負担の軽減を図るため通行条件算定支援に係るシステム開発や全国各橋梁の通行可能限度重
量・交差点毎の屈進の可否など道路構造上の情報について、技術的な観点から調査および審査を行うなど豊富な経験と実績を有している。
　以上のことから、本業務を遂行する上で十分な能力を有するのは財団法人日本道路交通情報センターをおいて他になく、同財団が当該業務
を実施し得る唯一の者である。
　従って、会計法２９条の３第４号、予決令１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降、
一般競争へ移行
(6,037,500円)または企
画競争等を実施
(6,037,500円)すべく準
備を進める）

公募手続
きを導入

846 （社）国際建設技術協会
平成１７年度海外の道路関係制度等に
関する調査

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月30日 49,822,500

　本業務を遂行するに当たっては、道路行政に関する幅広い調査及び分析業務の経験を有し、海外の道路行政に関する国際的知見を有すると
ともに、海外の公的機関と対等に関係できることが必要である。
　（社）国際建設技術協会は、海外における建設技術に関する調査及び研究を行い、もって海外における国土開発に協力することを事業目的と
した公益法人である。同協会は、海外の道路行政、政策、契約制度等調査において実績は膨大であり、欧州や北京に事務所を持つなど対象国
の 新動向に十分な知識を有している。これまでに「海外の道路行政に関する動向調査」（平成１６年度）、「海外の道路行政に関する資料収
集・整理」（平成１１年度～平成１５年度）、「日本と欧州の道路整備の合意形成システムに関する調査」（平成１２年度）、「主要国の幹線道路整
備計画の立案手法に関する調査」（平成１２年度）、「欧米の政策評価に関する調査業務」（平成１３年度）等、先進諸国の道路行政に関する調
査を数多く実施し、優れた実績を上げている。
　また、同協会は国連と共同活動を行うための協定を有する唯一の建設分野の公益法人であり、約５０年に渡る海外業務の実績と相俟って、海
外の公的機関との信頼関係が厚く、幅広く建設分野の情報ネットワークを有している。
　よって、本業務の遂行に当たって必要となる知識、経験および海外の公的機関との信頼関係を十分に有する者は国際建設技術協会において
他にはなく、同協会は本業務を実施し得る唯一の者である。
　したがって、会計法２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

その他のもの

847 （社）国際建設技術協会
平成１７年度中国の交通政策に関する
調査

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月30日 49,875,000

　本業務の実施にあたっては、中国のインフラ整備状況を広く把握しているだけでなく、中国の交通政策に関する情報収集能力を有していること
が必要となる。また、中国の交通政策の動向を把握するにあたっては、関係する政府機関との意見交換が必要となっている。
　(社)国際建設技術協会は、非営利団体であるとともに、国連と共同活動を行うための協定を有する唯一の建設分野の公益法人であり、約５０
年に渡る海外業務の実績と相俟って、海外の公的機関との信頼関係が厚く、幅広く建設分野の情報ネットワークを有している。
　また中国においては、中国 大の土木、インフラ、プロジェクト関係学術団体である「中国土木工程学会」との間に「日中建設交流事業に関す
る意向書」を取り交わし、建設技術の交流、技術者受け入れ・派遣事業を通した人材交流等を行っている。これらを通じて中国関係機関との積
極的な意見交換を行うとともに、中国に対する経済技術協力の促進を図っており、平成8年度からは国土交通省の補助事業である日中建設交
流事業を実施している。
　さらに、同協会は北京事務所を開設しており、同事務所を通じて中国の中央政府および地方政府との関係が既に構築されている。中国との間
にこれほどの信頼関係を築いている業者は他にない。
　上記の理由から、（社）国際建設技術協会は当該業務を実施し得る唯一の者であり、会計法第 29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号に
より、随意契約するものである。

その他のもの

848 （財）計量計画研究所
平成１７年度道路行政に関連した国際
機関の活動に関する調査

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月31日 39,900,000

　本調査の実施にあたっては、国内・国外の道路施策等に関して、幅広くかつ高度な知識、技術、経験が要求される。
　（財）計量計画研究所は、我が国及び諸外国の政治、経済、社会事象の調査研究を行い、我が国諸官庁をはじめ諸企業の合理的政策決定及
び科学的計画に関する知識の普及に寄与することを事業目的として設立された財団法人であり、道路施策等に関する調査を行うための十分な
体制が整っている。またこれまで、「道路行政に関連した国際機関の活動に関する調査」（平成１５年度～平成１６年度）等において道路行政に
関する国際機関の活動についての調査を行い、優れた実績を上げている。国際機関の調査研究活動の情報収集にあたっては、従前の経緯を
把握しておくことが特に重要であることから、本調査を行う上で必要な特殊かつ高度な知識、技術、経験を有するものは同法人をおいて他には
ない。
　従って、（財）計量計画研究所は、当該業務を実施し得る唯一の業者であり、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により随意
契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

849
（財）道路新産業開発機
構

平成１７年度　海外ＩＴＳ関連情報収
集抄訳業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月31日 8,610,000

本業務の実施にあたっては、国際標準化に関する高度で専門的な知識を有し、ITSの国際標準化に関する動向に精通し、ITSシステムアーキテ
クチャも含めたITS全般に関して高度な知識を有し、国際標準化に関する情報収集や標準化案の作成に際し、中立的な判断を行える能力に優
れていることが必要である。（財）道路新産業開発機構は、学識経験豊富な専任の研究員を擁しているうえ、ITSに関する国際標準化機構である
ISO/TC204の国内分科会のうち道路関係の引き受け団体を勤めるなど、ITSの国際動向に精通しているほか、これまでの検討経緯などについ
ても把握しており、これらの要件を満たす唯一の機関である。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

850 （社）国際建設技術協会
平成１７年度中国ＩＴＳの技術協力に
関する調査

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月31日 49,350,000

　本業務の実施にあたっては、中国のインフラ整備状況を広く把握しているだけでなく、中国ITSに関する情報収集能力を有していることが必要
となる。また、中国においてはITS技術を活用し、交通問題を解決しようとする政策が急速に進行中であり、ITSに関係する政府機関との意見交
換が必要となっている。
　(社)国際建設技術協会は、非営利団体であるとともに、国連と共同活動を行うための協定を有する唯一の建設分野の公益法人であり、約５０
年に渡る海外業務の実績と相俟って、海外の公的機関との信頼関係が厚く、幅広く建設分野の情報ネットワークを有している。
　また中国においては、中国 大の土木、インフラ、プロジェクト関係学術団体である「中国土木工程学会」との間に「日中建設交流事業に関す
る意向書」を取り交わし、建設技術の交流、技術者受け入れ・派遣事業を通した人材交流等を行っている。これらを通じて中国関係機関との積
極的な意見交換を行うとともに、中国に対する経済技術協力の促進を図っており、平成8年度からは国土交通省の補助事業である日中建設交
流事業を実施している。
　さらに、同協会は北京事務所を開設しており、同事務所を通じて中国の中央政府および地方政府との関係が既に構築されている。また、ITS
技術に関する現地での交流においても実績を有しており、中国との間にこれほどの信頼関係を築いている業者は他にない。
　上記の理由から、（社）国際建設技術協会は当該業務を実施し得る唯一の者であり、会計法第 29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号に
より、随意契約するものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

851
（財）日本建設情報総合
センター

補助事業予算管理効率化検討業務
谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月2日 14,175,000

　本業務の実施にあたっては、情報処理に関する専門的な知識のみならず、既存データベースの構成、運用状況及び自治体からの改良要望等
を踏まえた適切かつ広範囲に及ぶ検討が必要であり、また国及び関係機関が保有・交換する道路整備に関する情報の適正かつ効率的な活用
等に関する幅広い知識を有している必要がある。
　（財）日本建設情報総合センターは、建設事業の円滑な執行に資する情報システムの調査研究を行い、これを広く普及するとともに、建設情報
の提供を行うことにより、建設技術の向上、建設事業の効率化、国土の安全かつ有効利用の促進を図り、もって国民生活の高度化及び経済の
活性化に資することを目的として設立された法人であり、本業務の実施に当たって必要な、高度な情報処理に関する知識のみならず、建設情報
の有効活用による建設事業の効率化に資する専門的な人材及び知識を有している。
　また、同法人は、当該再構築システムの基幹となる地方道・環境課で現在運用しているデータベース「地方道・交通安全整備計画支援システ
ム」の設計、改良業務を平成１２年度より継続的に実施しており、同システムについての細密でかつ高度なデータテーブル間のリンクやリレー
ションシップ、及び各年度毎の施策や制度改正に対応したフォーム・レポート形式等のデータベース構造に関する知見、また国と地方公共団体
との間で交換される情報に関する幅広い知識等を総合的に有している唯一の機関である。
  以上のことから、本業務を遂行する上で必要な能力を有する機関は、（財）日本建設情報総合センターをおいて他になく、同法人は本業務を実
施しうる唯一の機関である。
  従って、会計法29条の3第4項、予決令102条の4第3号により（財）日本建設情報総合センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

852 （財）計量計画研究所 道路投資の経済効果に関する研究
谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月3日 13,440,000

　本業務を遂行するに当たっては、道路交通政策を熟知していることはもちろん、道路整備によって交通、経済、環境等へ広く波及される効果
を、多角的かつ定量的に把握して実証的な分析を行うために、計量経済モデルを構築し展開する能力が必要となる。また、道路投資の経済効
果の予測精度を向上させるためには、近年理論展開されている 新の構造推定方法や検定方法についても熟知し、計量経済モデルに的確に
反映させる能力も必要である。さらに本研究の成果は、次期社会資本整備重点計画の道路投資効果を説明する上での重要な指標となるため
高い信頼性が必要とされる。
　財団法人計量計画研究所は、我が国諸官庁を始め諸企業の合理的政策決定及び科学的計画に関する知識普及に寄与することを目的として
設立され、各種調査研究を行っている法人である。同研究所は、道路交通体系に関する計量モデルの作成、シミュレーションによる政策効果の
推計等において優秀な研究者を擁し、多角的な視点から調査・分析を行っており、数々の実績を残している。特に、「道路投資の経済効果に関
する研究」については、昭和４７年度から３３年にわたり一貫して実施し、道路投資の経済効果について 近の社会経済情勢に対応した経済モ
デルを中心に理論的・実証的に研究を行うとともに、道路整備五箇年計画の経済効果を測定するための研究についても、第7次道路整備五箇
年計画において開始されて以来、現行の「EMERLIS」モデルまで計量経済モデルの開発・改良を行ってきた。そのため、道路投資の経済効果の
計量経済モデル構築及びその改良の経緯等について極めて精通しており、また、研究成果が国土交通（建設）白書等に掲載され、道路整備の
国民へのPRに用いられるなど高い信頼を得ており、優秀な研究能力が実証されているところである。
　そして、本研究を円滑に遂行するためには、道路整備がもたらすストック・フロー効果を推計する中で、長年にわたり蓄積されてきた同研究所
の資料や研究ノウハウ及び研究技術が必要であり、特に計量経済モデルの開発に当たっては、過去に開発された計量経済モデルや過去の経
済状況に関する知識等を踏まえる必要があるため、過年度の作業との関連性が極めて強く、同研究所が蓄積した成果及びノウハウを有効に用
いて、迅速かつ円滑に業務を行い信頼性の高い研究結果を得る必要がある。
　以上のことから、本研究を遂行する上で必要かつ高度な知識・能力を有するのは同研究所をおいて他にない。したがって、財団法人計量計画
研究所は当該業務を実施し得る唯一の業者であり、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３により随意契約を行うもの

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

853 （財）計量計画研究所
道路上の貨物流動状況の把握に関する
研究

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月3日 12,495,000

　本業務を実施するに当たっては、道路交通政策に関し精通していること、道路交通状況や物流に関する統計調査のデータ集計・分析などにつ
いて専門的な知見を有していること、道路上の物流に関する定量的な分析を行うために、多様なデータを解析し、流動状況を把握する能力があ
ること、以上の3点の条件を満たし円滑かつ的確に業務を遂行することが必要となる。
　財団法人計量計画研究所は、わが国及び諸外国の政治、経済、社会事象の数量的な調査研究を行い、わが国諸官庁を始め諸企業の合理的
政策決定及び科学的計画に関する知識普及に寄与することを目的に設立された公益法人である。同研究所は、都市・地域社会に関する諸問
題につき、都市、交通、経済、環境など多角的な分野から総合的に調査研究活動を行っており、これまでに、道路政策、交通政策等に関する研
究として、昭和47年度より「道路投資の経済効果に関する研究」、平成6年度より「世界の道路行政の動向に関する検討業務」等を実施するな
ど、これらに関して幅広い知識の蓄積がある。また、物流に関する統計解析業務として、平成12年度に「全国貨物純流動調査に関する解析検討
業務」、平成13年度に「全国貨物純流動調査データに関する解析業務」、その他、道路交通センサスOD調査をはじめとする全国各地で行われ
てきた各種交通調査の企画・調査設計・データ作成及びデータ管理業務にも長年にわたり携わるなど、物流に関する流動状況を把握する能力
や実態調査に関する経験・知識及び膨大なデータを迅速かつ効率的に処理し分析する能力があり、本業務を遂行するに当たって必要とされる
極めて高い能力を有している。
　そして、本研究を円滑かつ的確に遂行するためには、本研究において活用する諸調査に携わってきた中で得られた精緻な検討手法、蓄積さ
れたデータ等を活用することが必要であり、昨年度より、物流の純流動とその走行経路等の物流データの解析手法に関する基礎的研究として
「道路上の貨物流動状況の把握に関する研究」に取り組み、本研究の実施に必要不可欠な交通統計データやそれらを活用した貨物流動状況を
推計する能力等の蓄積がある。このような能力等を有する業者は同研究所をおいて他にない。
　以上のことから、財団法人計量計画研究所は当該業務を実施し得る唯一の業者であり、
会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３により随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

854 （財）道路経済研究所
物流に資する道路整備の経済効果等の
評価に関する研究

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月3日 16,695,000

　本業務を実施するに当たっては、道路交通政策に精通し、交通工学・交通経済学等に関する専門的な知識を有すること、道路整備及び物流
効率化に関する複雑な相関関係を整理し、分析を行う専門的な能力を有すること、以上の2点の条件を満たし、円滑かつ的確に業務を遂行する
必要がある。
　財団法人道路経済研究所は、道路に関する経済的社会的テーマについて総合的な調査研究を行うことにより、道路政策の発展に資するとと
もに道路交通の進歩と国土資源の 適利用に貢献し、もって国民経済の健全な発展と国民福祉の向上に寄与することを目的として昭和55年に
設立された公益法人である。同研究所は、25年余りにわたり道路交通政策に関する自主研究や国内外における物流施策に関する調査研究等
を多数実施し、 近では、海外における物流施策に資する道路整備方策に関する調査研究として、平成13年度、平成14年度に「アジア諸国に
おけるロジスティクス活動に関する調査研究」、平成15年度には「海外諸国における物流効率化の動向に関する調査」を実施するなど、国内外
の道路交通政策及び物流政策に関する極めて高い知見及び調査能力を有し、更には道路整備及び物流効率化に関する効果についての実証
的な解析にも精通している。また、平成15年度に「産業経済関連の道路整備指標に関する調査」として道路整備に係るアウトカム指標について
の研究調査を実施し、平成16年度には交通事故減少の便益額の算出方法の検討として「道路交通における人身被害に伴う損失額推計に関す
る調査研究」を実施し、交通工学・交通経済学等に関する高度な知識を有している。
　そして、昨年度実施した「物流効率化の副次的効果に関する研究」において、道路整備による物流への経済効果について、輸送コスト（時間費
用・走行費用）の変化のみでなく、輸送圏域拡大による物流拠点の集約化、輸送コスト低減による輸送量の増加等の波及効果を含めた影響を
分析し体系的かつ網羅的に系統化した成果や道路整備等が物流に対して与える時間価値走行経費以外の効果について 新の理論及び実践
的な解析によって得た成果等を本研究で活用することとしており、本研究を円滑かつ迅速に遂行するためには、その業務に携わった同研究所
の知識・経験及び技術的手法等が必要であり、このような知識や経験を有した業者は、同研究所をおいて他にない。
　以上のことから、財団法人道路経済研究所は当該業務を円滑かつ的確に実施し得る唯一の業者であり、
会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３により随意契約を行うものである。
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855 （社）国際建設技術協会
諸外国の道路防災政策に関する情報収
集業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月9日 17,955,000

  本業務の実施にあたっては、アジア太平洋地域をはじめ諸外国の道路防災施策を広く把握しているだけでなく、防災政策に関する情報収集能
力を有し、各国関係機関との意見交換を積極的に行うことが必要となる。
  (社)国際建設技術協会は、建設関係の技術者、建設コンサルタント等を会員として、建設技術を通じた国際協力と国際交流の推進、および日
本の建設分野の国際化への支援を行うことを事業目的として設立された公益法人である。同協会は、国連と共同活動を行うための協定を有す
る唯一の建設分野の団体であり、40年以上にわたる海外業務の実績を有し、技術移転指針業務やODA案件発掘業務にも実績を有している。
  (社)国際建設技術協会の活動は、社会基盤整備から防災施策等広範な分野に及んでおり、これらの活動は日本国内の政府機関、民間企業
のみならず、海外の関係者との協力・連携のもとに行われているなど、高度な情報収集体制が確立されており、本業務の遂行に必要な情報収
集能力を有すると言える。
  さらに、同協会は、「インドネシア道路災害防止・復旧計画調査（平成７年度）」、「フィリピン共和国ケノン道路防災計画事前調査（平成１１年
度）」、「平成１６年度アジア太平洋地域の道路防災政策に関する情報収集業務」などの業務実績を持ち、アジア太平洋地域等における道路防
災政策に関する深い知見を有している。
  よって、（社）国際建設技術協会は、十分な知見及び専門的な技術を保有し、本業務を遂行しうる唯一の機関である。
  したがって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に該当し、随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
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するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

856
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度達成度報告書・業績計画
書改善方針検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月10日 25,200,000

　本業務の実施にあたっては、我が国の道路行政についての専門的かつ広範な知識や優れた情報収集能力を有し、公共政策全面からの多面
的、立体的な総合的検討が可能であること、それを業績計画書・達成度報告書の改善方針に反映することが必要である。
　（財）国土技術研究センターは、わが国における建設技術発展の支柱となり、国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合
的、かつ、効果的に行うとともに、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与するこ
とを目的に設立された公益法人であり、事業の一環として、「政策立案のための基礎的な資料の提供」や「新たな政策推進のための技術指針等
の作成」等を実施しており、本業務を遂行する上で必要な経験や知識を有している。さらに、平成１６年度には、「TDM施策の評価および今後の
あり方に関する検討業務」、「幹線道路整備に関する新たな観点からの評価手法に関する検討業務」、「道路に係わる課題に関する基礎的検討
業務」（国土交通省道路局）など、各施策の課題把握、評価手法の検討業務を実施しており、各施策にまたがる課題の把握、多様な評価手法の
検討や、それを踏まえた達成度報告書・業績計画書の改善方針検討に必要な各分野に関する業務の実績を有している。
　また、（財）国土技術研究センターは、学識経験の豊富な専任の研究員を擁している上、研究委員として、国・公・私立大学、研究所等の有識
者との提携が可能であり、ここから得られる知識・経験は本業務を遂行する上で必要不可欠である。
　これらの実績に基づいた道路施策の評価に関する 新の動向に関して幅広い知識と総合的な分析能力を有しており、我が国における今後の
道路行政の効果的な実施に向けた資料を作成している唯一の法人である。
　以上のことから、本業務を遂行する上で必要かつ高度な知識・能力を有するものは、同法人をおいて他にない。
したがって、会計法第29条の３第４項、予決令102条の４第３号により、（財）国土技術研究センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地
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一般競争等に移行する
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準備を進める）

公募手続
きを導入

857
（財）国土技術研究セン
ター

無電柱化の促進に関する調査検討業務
谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月14日 149,415,000

　本業務の遂行にあたっては、無電柱化の推進にあたっての施策及び事業実施上の課題について幅広い知識を有するとともに、景観を含めた
都市整備に関する十分な経験を有する必要がある。
　財団法人国土技術研究センターは、新しい建設技術に関する調査研究を総合的かつ、効果的に行うと等を目的とした機関であり、地域整備、
都市整備等の構想立案を行うことなどを事業内容としている。これまでにも「今後の電線類地中化の整備対象に関する検討業務」（平成14年
度）、「平成15年度 電線類地中化推進に関する調査・検討業務委託」、「無電柱化推進課題検討業務」（平成15年度）など数多くの電線類地中
化、無電柱化推進施策に関する調査・研究を行っており、無電柱化の推進における課題、及び路線や地域特性に応じた整備手法等の無電柱
化施策の推進に向けた幅広い知見と高度な知識・経験を有しているとともに、「平成１６年度景観評価システム検討業務」（平成16年度）におい
て景観評価手法に関する検討を行うなど、都市景観の評価に関する十分な経験を有している帰還である。
　以上のことから、財団法人国土技術研究センターは、本業務を遂行できる唯一の法人である。よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０
２条の４第３号の規定により、財団法人国土技術研究センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

858
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度　インターネットを活用
した道路行政における双方向コミュニ
ケーション活動の展開に関する検討業
務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月15日 24,780,000

　本業務の円滑な実施にあたっては、道路行政の進め方全体について豊富な知見を有していることに加え、「道の相談室」を含めて、道路ユー
ザーの求めるニーズを満足度向上に結びつける具体的な手法についても十分な知見を有していることが必要である。
　財団法人国土技術研究センターは、「道の相談室」の導入期の平成10年度から「道の相談室の展開に関する検討業務」や「道の相談室強化
方策検討業務」を実施するとともに、「平成16年度　道路政策に関する広報活動のあり方検討業務」や「平成16年度　諸外国における道路政策
に関する動向調査」なども実施しており、「道の相談室」において意見を頂く仕組みや施策への反映方法、結果の国民へのフィードバック方法な
どについて精通しているとともに、国内及び諸外国における道路ユーザーのニーズの把握方法なども理解している。さらに、学識経験の豊富な
専任の研究員を擁し、これまでの国・公・私立大学、研究所等の有識者や行政機関との提携の中から、ユーザーニーズ、道路行政に関する広
範で 新の知見を蓄積している。これらを通じて得られる地域・経験は本業務を遂行する上で必要不可欠である。また、本業務を行う上で必要
かつ高度な知識、技術、経験を有するものは、財団法人国土技術研究センターをおいて他はない。
　以上のことから、本業務を遂行する上で必要かつ高度な知識・能力を有するものは、同センターをおいて他にない。したがって、同センターは
当該業務を履行し得る唯一の業者であり、財団法人国土技術研究センターと会計法第29条の３第４項、予決令102条の４第３号により、随意契
約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
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859
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度　諸外国における道路業
績評価に関する調査

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月15日 39,900,000

　本業務は、我が国の道路行政におけるマネジメントの取組及び道路業績評価の取組に精通していると共に米・英等の諸外国における道路行
政、特にマネジメント及び業績評価の手法についての幅広い知識を有し、先進の取組に関する調査を実施するための技術、経験が必要であ
る。
　（財）国土技術研究センターは、わが国における建設技術発展の支柱となり、国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合
的、かつ、効果的に行うとともに新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与すること
を目的に設立された財団である。
　これまでに「国土形成史から見た社会資本のあり方に関する検討業務」（平成１３年度、国土政策総合研究所）、「今後の道路政策及び広報活
動のあり方に関する基礎的検討業務」（平成１４年度）、「道路行政マネジメントに関する調査検討業務」（平成１５年度、東海幹線道路調査事務
所）、「幹線道路整備に関する客観的評価手法検討業務」（平成１６年度）等を履行しており、我が国における道路行政を熟知するとともに、道路
業績評価に関する現状と議論の検討経緯について高い知見を有している。
　また、「海外の道路交通データに関する資料収集及び管理」（平成１１年度）、「海外の道路整備機構に関する調査」（平成１２～１６年度）、「諸
外国における道路政策に関する動向調査」（平成１５～１６年度）、「米国における政策評価システムに関する動向調査」（平成１６年度）等、海外
における道路行政等に関し幅広い調査を実施してきており、海外の道路行政についての情報を豊富に所有している。
　これらの実績を鑑みると、（財）国土技術研究センターは、日本の道路行政マネジメントの取組に関し深い知識を有し、尚かつ米・英国等の諸
外国における道路政策の動向の知見及び道路業績評価に関して幅広い知識と総合的な分析能力を有しており、我が国における今後の道路業
績評価の効果的な実施に向けた専門的な知識を蓄積している唯一の法人であり、本業務を遂行する上で必要な知識、技術、経験を有するもの
は（財）国土技術研究センターをおいて他にはない。
　従って、（財）国土技術研究センターは、当該業務を実施し得る唯一の業者であり、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号によ
り随意契約を行うものである。
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860
（財）駐車場整備推進機
構

駐車場情報の活用による施策展開に関
する検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月15日 157,815,000

　本業務の遂行に当たっては、国及び地方公共団体が行う駐車施策に関する広範かつ専門的な知識を有すること、駐車場情報の取扱いに精
通していること、及び行政関連分野での業務経験が豊富であることが必要不可欠である。
財団法人　駐車場整備推進機構は、駐車場整備に関連する駐車施策並びにこれに関連する交通及び地域活性化についての調査研究、さらに
駐車場に関する情報の収集及び提供等を実施することを目的として設けられた機関であり、駐車施策全般及び駐車場情報に係る豊富な知識、
経験、能力及び専門的な技術を有している。また、平成６年度より駐車施設及び路上駐車の実態調査に関する分析・研究から得られた十分な
知見を有しており、駐車場情報を活用した施策検討に関する総合的な駐車施策の展開に向けた検討の遂行にあたっての十分な知識と経験は
本業務を履行する上で不可欠である。
　以上のことから、本業務を遂行する能力を有している機関は、財団法人　駐車場整備推進機構をおいて他に無く、同財団は本業務を実施しう
る唯一の機関であると判断し、会計法第29条の３第４項、予決令第102条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

861
（財）道路保全技術セン
ター

電線共同溝の埋設深さに関する分析業
務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月15日 7,875,000

  本業務を遂行するにあたっては、電線共同溝の構造及び関係基準に対する十分な知識を有すると共に、道路の保全技術に関する十分な経験
が必要である。
  同機関は、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関する事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の
安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的としており、道路保全の技術に関する調査研究及び開発、さらに情報の収集整
理を行うことを事業内容としている。
  また、平成１０年度には「電線共同溝試行案」を作成、平成１４年度には「電線共同溝　基準（案）－浅層地中化方式編」を作成するとともに、平
成１５年度には「電線共同溝設計指針作成業務」において電線共同溝設計指針（案）の作成に携わるなど、電線共同溝の構造及び基準に関し
て十分な知識を有している。
　以上のことから、本業務を遂行する能力を有している機関は、財団法人　道路保全技術センターをおいて他に無く、同財団は本業務を実施しう
る唯一の機関である。
  従って、会計法第29条の３第４項、予決令第102条の４第３号に基づき、財団法人　道路保全技術センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

862 （社）国際建設技術協会
平成１７年度　諸外国の自転車施策に
関する調査業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月15日 20,475,000

　業務の遂行にあたっては、海外における自転車交通および自転車利用環境を含む道路整備に関して十分な知識を有しているとともに、海外
における道路行政に関する調査及び分析業務等において豊富な経験が必要である。
　同協会は、海外における国土開発に対し協力する事を目的とした機関であり、コンサルティングエンジニアの海外派遣や建設技術に関する内
外資料及び情報の蒐集及び交換等を事業内容としている。また、世界各国の道路施策、課題とその対応等について調査を行い、平成１５年度
には「欧米の道路交通安全施策に関する情報収集調査業務」を実施するなど、海外における道路交通安全施策に関する豊富な知識と経験に
加え、海外の政府諸機関との情報ネットワークを有している。
　以上のことから、本業務を遂行する能力を有している機関は、社団法人国際建設技術協会をおいて他になく、同法人は本業務を実施しうる唯
一の機関である。
　従って、会計法２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３号に基づき、社団法人　国際建設技術協会と随意契約を行うものである。

その他のもの
18年度以降において当
該事務・事業の委託等
を行わないもの

863
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度　都市景観美の基礎とし
ての道路に関する調査業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月16日 14,700,000

　本業務の遂行にあたっては、環境・景観に配慮した都市のあり方や現状道路の都市造形・景観上の課題などに関連する幅広い知識が必要と
なるほか、道路景観を改善する手法・効果について専門的知識を有するとともに、具体的な道路修景検討の経験を有している必要がある。ま
た、道路法や景観法等に関する関係諸法令等の解釈運用についても、専門的な知識と豊富な経験を有していることが必要である。
　財団法人国土技術研究センターは、「わが国における建設技術の支柱となり、国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合
的、かつ、効果的に行うとともに、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与するこ
と」を目的として設立された公益法人である。また、昨年度に実施した「道路景観等に関わる都市構造と法制度に関する調査業務」（平成１６年
度、国土交通省道路局）の実績を有するとともに、これまでにも、「無電柱化推進に関する調査検討業務」（平成１６年度、国土交通省）、「共同溝
整備の事業評価に関する検討業務委託（平成１６年度、国土交通省）」等を実施し、本業務を実施するために必要となる、環境・景観に配慮した
都市のあり方や現状道路の都市造形・景観上の課題に関する幅広い知識を蓄積しているほか、道路法や景観法等に関する関係諸法令等の解
釈運用についても専門的な知識と豊富な経験を有している。さらに、「日本の道と街並みの景観に関する広報計画検討業務 」（平成１６年度、国
土交通省）等を通じて、道路景観を改善する手法について幅広い知見を有し、また具体的な道路修景検討の経験を有している。さらに、学識経
験の豊富な専任の研究員を擁し、これまでの国・公・私立大学、研究所等の有識者や行政機関との提携の中から、道路景観、都市景観、道路
行政に関する広範で 新の知見を保有しており、本業務を行う上で必要かつ高度な知識、技術、経験を有している唯一の法人である。
よって、本業務を遂行するには、財団法人国土技術研究センターが唯一の契約対象であり、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第
３号により財団法人国土技術研究センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
一般競争に移行すべく
準備を進める）

864 （財）道路環境研究所
道路環境行政マネジメントに関する調
査検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月16日 28,140,000

　本業務を履行するに当たっては、道路環境分野における先進的な技術に関する幅広い情報を有するとともに、地方整備局や地方自治体から
の道路の現状に関する情報を、中立・公平な立場で取り入れる能力を有している必要がある。また、道路整備に伴う周辺環境への影響を検討
するためには、環境影響の予測を行うための手法について、実態を熟知するとともに、 新・ 先端の技術的知見を有することが必要である。
　財団法人道路環境研究所は、「地球環境及び自然環境と調和し、生活環境と両立する良好な道路環境を確保するための諸方策を総合的、科
学的に調査研究すること等により、道路及び道路交通の健全な発展に貢献すること」を目的とした公益法人であり、「道路を取りまく影響に関す
る検討業務」や「道路交通騒音の実態把握及び状況分析等に関する検討業務」等、全国の道路環境に関する豊富な情報を有するとともに、そ
れらの情報を基にした今後の沿道環境対策の検討についても豊富な実績を有している。また、「道路環境影響評価の技術手法改訂のための検
討業務」等において、学識経験者等から構成される「道路環境影響評価の技術手法に関する大気質予測手法検討委員会」、「同　騒音予測手
法検討委員会」の開催に伴う運営を行っており、道路環境分野に係る実態及び様々な課題等について、幅広い情報を把握しているとともに、道
路環境に関する予測手法の 新・ 先端の動向及び技術的知見について精通している。
　以上のことから、財団法人道路環境研究所は本業務を実施しうる唯一の機関である。
　従って、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、財団法人道路環境研究所と随意契約を行い、
業務の円滑な遂行を図るものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
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在地
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契約金額
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果

講ずる措置 備考

865 （財）道路環境研究所
沿道大気質の環境改善効果に関する影
響評価モデル検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月16日 39,375,000

　本業務を履行するにあたっては、自動車からの大気汚染物質の排出及び当該物質の大気中での拡散を予測するためのシミュレーションモデ
ルや大気汚染物質（特にＳＰＭ）の成分分析方法に精通するとともに、大気汚染物質の濃度の調査、予測、分析に関する 新の知識、情報、高
度な技術及び進行中の研究の動向について豊富な情報を有していることが不可欠である。
　財団法人道路環境研究所は、良好な道路環境を確保するために必要な諸方策を総合的に調査・研究することを目的として設立された法人で
あり、大気汚染物質に関する調査、予測及び評価等の研究や成分分析等、下記に示すとおり数多くの業務実績を有している。
　①　平成１１年６月に施行された環境影響評価法の制定に伴い、旧建設省及び土木研究所の委託を受けて「道路環境影響評価の技術手法」
の作成にあたり、大気汚染物質の排出源単位等について、必要な調査・研究を実施している。また、平成１７年度「道路環境影響評価の技術手
法改訂のための検討業務」等において、学識経験者等から構成される「道路環境影響評価の技術手法に関する大気質予測手法検討委員会」
の開催に伴う運営を行っており、大気質に係る実態及び様々な課題等について、幅広い情報を把握しているとともに、大気汚染物質の予測手
法に係る 新・ 先端の動向及び技術的知見について精通している
　②　平成１２年度より、三大都市圏（関東地方整備局管内、中部地方整備局管内、近畿地方整備局管内）において、継続的に道路沿道におけ
る大気環境の測定調査、成分分析を実施している。また、平成１６年度には「道路に起因するＳＰＭ排出量の特定手法に関する調査業務」を実
施しており、予測シミュレーションの構築に必要となるＳＰＭの成分・粒径別組成分析や自動車寄与率の推計手法に精通している
　③　道路環境訴訟に対応するための検討・分析を行っており、近年争点となっている沿道におけるＳＰＭの濃度を予測するシミュレーションに
ついて、学識経験者の指導の下で高度な調査・検討を実施している
　以上のことから、財団法人道路環境研究所は本業務を実施しうる唯一の機関である。
従って、会計法第２９条の３第４項及び予算決算会計令第１０２条の４第３号の規定により、財団法人道路環境研究所と随意契約を行い、業務
の円滑な遂行を図るものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

866 （財）計量計画研究所
平成１７年度道路計画の構想段階にお
ける総合的評価方策検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月20日 15,120,000

　本業務を行うためには、PI実施内容及び運用に精通している必要があり、以下の条件を有することが必要である。
　　①これまでに、市民参画型道路計画の中で実施されている構想段階における評価の実施状況、道路事業に関する計画検討プロセス、市民
参画プロセス等に関する知見や情報、道路行政における政策立案手法などに精通していること。
　　②平成17年９月に策定した、「構想段階における市民参画型道路計画プロセスのガイドライン」の見直しの案になった、平成16年度業務の検
討経緯・内容等を十分熟知していること。
　　③今後現場においては、事業の状況によって、本年度内もしくは来年度早々にPIに着手し、「構想段階における市民参画型道路計画プロセ
スのガイドライン（平成17年９月策定）」に基づき実施する箇所がある。PIを実施する上で、円滑に実施するためには、早期にガイドラインの手引
きを作成する必要がある。そのため、手引きの作成を迅速且つ円滑に作成できる能力を有すること
　財団法人計量計画研究所は、我が国及び諸外国の政治、経済、社会事象の数量的な調査研究を行い、我が国諸官庁を始め諸企業の合理的
政策決定及び科学的計画に関する知識普及に寄与することを目的として設立された法人である。
　事業内容として、道路計画（合意形成プロセス、プロジェクト評価を含む）に関する調査研究を行っており、本業務の履行に必要不可欠な能力
を有している。
　また、同法人は、「平成13年度道路計画における合意形成のあり方検討業務」において、道路事業におけるPIの位置づけや手法、構想段階
評価の前提となる計画検討プロセスなどの整理を行い「市民参画型道路計画プロセスのガイドライン」の原案を作成した実績があり、策定まで
の経緯についても十分熟知している。また、「平成16年度道路計画の構想段階における総合的評価方策検討業務」において、構想段階におけ
る市民参画型道路計画プロセスのガイドライン（案）のとりまとめに携わっており、内容等について十分熟知している。
　その他にも、関東地方整備局横浜国道事務所発注の平成16年度横浜市広域幹線道路PI実施検討業務及び、関東地方整備局東京外かく環
状道路調査事務所発注の平成16年度広域幹線道路PI実施検討業務を受注しており、実際にPIの実施に携わっており、道路事業におけるＰＩの
実状を十分把握している。
　以上のことから、上記の条件である、市民参画型道路計画プロセスの経緯並びに内容に精通しているのは、財団法人計量計画研究所のほか
には存在しない。
　したがって、本業務を行う上で必要とされる条件及び業務実施能力を有しているのは、財団法人計量計画研究所のみであることから、
会計法第２９条の３第４号、予決令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

867 （財）計量計画研究所
平成１７年度将来交通需要推計手法に
関する検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月20日 21,000,000

　本業務の実施にあたっては、全国の交通需要推計はもちろんこと、全国の交通需要推計後の地域ブロック別及びゾーン別ＯＤ交通量推計手
法に熟知している必要がある。また、道路計画において も基礎的な情報を提供する配分手法についても、 新の理論と実務への適用できる
能力を有している必要がある。
　財団法人計量計画研究所は、平成２年度から「将来交通需要推計に関する検討業務」を継続的に実施し、全国及び地域ブロック別の交通需
要推計手法について、取り組んでいる。また、平成９年度から「交通需要推計手法の改善に関する検討業務」を実施し、交通需要推計手法の配
分手法・四段階推定法の改善等、交通需要予測に関する理論的かつ実証的な検討を行っている。また、本業務で検討する交通需要推計手法
については、土木学会・土木計画学研究委員会交通需要予測技術検討小委員会に参画し、事務局的な作業を担当するとともに、検討成果とし
てとりまとめられた「道路交通需要予測の理論と適用　第Ⅰ編　利用者均衡配分の適用に向けて」の執筆を担当している。それらから得られる
経験は本業務を遂行するためには必要不可欠である。
　以上のことから，本業務を遂行する上で十分な能力を有する法人は，財団法人計量計画研究所をおいて他になく，同財団が当該業務を効率
的に実施し得る唯一の法人である。
　従って，会計法29条の3第4号，予決令102条の4第3号に基づきし、同財団と随意契約を行うものである。

その他のもの

868
（財）国土技術研究セン
ター

みちを活用した市民活動の支援方策検
討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月20日 3,465,000

　本業務の実施にあたっては、道を活用したＮＰＯ等の活動を把握しているとともに、道路交通分野の新たな施策、インターネットを利用したコ
ミュニケーション型行政の進め方、市民参加による社会実験等に関する幅広い知見と専門知識が必要である。さらに、効率的に「みちとくらしの
ネットワーク」の交流の活性化を図るために、「みちとくらしのネットワーク」の現在に至るまでの経緯及び現状を詳細に把握している必要があ
る。
　（財）国土技術研究センターは「国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合的かつ効果的に行うとともに、新しい建設技術
の活用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与することを目的とし、地域整備、都市整備、大規模プロ
ジェクト等の構想及びマスタープラン等の立案並びにこれらに必要な調査研究」等を実施することとして設立された公益法人であり、業務実績に
おいて「ストックマネジメントにおけるＮＰＯの活用に関する研究」「道路に関する市民活動調査」「ＮＰＯと連携した道路管理や道路空間の活用方
策に関する検討業務」などのＮＰＯの活用に関する施策の調査・研究や、「情報通信ネットワークを用いた道路行政の広報手法高度化業務」など
の道路行政のアカウンタビリティ向上のための情報提供に関する調査等を実施しており、ＮＰＯ等の活動、道路交通分野の新たな施策、イン
ターネットを利用したコミュニケーション型行政の進め方について、幅広い経験や知識を有している。さらに、「社会実験の推進に関する検討業
務」を平成１１年度より継続的に履行しており、ＮＰＯ等の協働による道を活用した市民活動等の社会実験に関する情報収集やデータ蓄積と分
析を広範かつ詳細に実施している唯一の機関である。また、昨年度の「みちを活用した市民活動の支援方策検討業務」を履行しており、実際に
道を活用した市民活動に取組む団体同士の交流状況を把握し、「みちとくらしのネットワーク」の現在に至るまでの経緯及び現状を熟知してい
る。
　以上のことから、本業務を遂行する上で必要な能力を有する機関は、（財）国土技術研究センターをおいて他になく、同財団は本業務を実施し
うる唯一の機関である。
　従って、会計法２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３号により（財）国土技術研究センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
一般競争に移行すべく
準備を進める）
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869
（財）交通事故総合分析
センター

交通安全対策の評価手法検討業務
谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月21日 20,947,500
（財）交通事故総合分析センターは、道路交通法により全国に一に限って認められる「交通事故調査分析センター」に指定されており、交通事故
統計データ（警察庁所管）、センサスデータと統合した交通事故統合データベースなど交通事故に関するデータベースを適正に保有し、これらに
基づき調査分析することのできる我が国で唯一の団体であるため。

その他のもの

870
（財）国土技術研究セン
ター

道路交通安全施策の推進策等に関する
調査検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月22日 59,850,000

　本業務の遂行にあたっては、道路交通安全に関する広範かつ専門的な知識を有すること、情報の取り扱いに精通していること、行政関連分野
での業務経験が豊富であることが必要不可欠である。
　財団法人　国土技術研究センターは、国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合的、かつ、効果的に行うとともに、新しい
建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与することを目的とする機関であり、道路・交通関
係全般に係る豊富な知識、経験、能力及び専門的な技術を有している。特に、同センターは、交通安全や道路行政に関する高度な知識と技術
を必要とする「今後の交通安全施設整備の展開に関する調査検討業務」（平成13年度）、「道路空間の向上に関する施策等検討業務」（平成14
年度）「今後の道路交通安全施策の推進方策に関する調査検討業務」（平成15年度）、「今後の道路交通安全施策の推進方策に関する調査検
討業務」（平成16年度）を実施し、良好な成果を納めている実績があり、ここから得た高度な知識、経験は、本業務を履行する上で不可欠であ
る。
　以上のことから、財団法人　国土開発技術研究センターは当該業務に実施し得る唯一の者である。従って、会計法２９条の３第４項、予決令１
０２条の４第３号に該当し、随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

871
（財）道路空間高度化機
構

円滑な無電柱化推進方策検討業務
谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月22日 159,495,000

  本業務は、無電柱化の円滑な推進を図ることを目的として、裏配線や軒下配線による地中化以外の無電柱化手法の採用による一層の効率的
かつ経済的な無電柱化を推進するため、当該手法による整備に伴う地元合意形成をより円滑に実施するための方策について具体的事例を基
に調査を行うとともに、無電柱化による都市内の道路環境改善をより効果的に実施するため、無電柱化と併せた多様な道路空間の利用手法に
ついて検討を行うものである。
  本業務の遂行にあたっては、多様な無電柱化の整備手法に関する十分な知識を有しているとともに、道路空間の有効な活用手法について十
分な経験を有することが必要である。
  同機構は、道路空間の有効かつ高度な利用を図るための事業を推進するため、無電柱化をはじめとした道路空間高度化事業に関する調査研
究等を行うことにより国民生活の向上に寄与することを目的としているとともに、道路空間高度化事業の事業化に関する基礎的な調査研究及び
情報の収集・提供等を事業内容としており、道路空間における歩行者の安全性の向上や移動の円滑化等、歩道の改善や有効利用に係る施策
について十分な経験を有している。さらに、平成１６年度には「無電柱化推進のための地域合意形成手法の確立に関する調査検討業務」におい
て、軒下配線や裏配線等の手法による整備を行う場合に、周辺地域における地元住民等との合意形成手法に関する検討を行うなど、多様な無
電柱化手法に関する十分な知識を有している。
  以上のことから、本業務を遂行する能力を有している機関は、財団法人　道路空間高度化機構をおいて他に無く、同法人は本業務を実施しう
る唯一の機関である。従って、会計法第29条の３第４項、予決令第102条の４第３号に基づき、財団法人　道路空間高度化機構と随意契約を行
うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

872
（財）道路保全技術セン
ター

電線共同溝整備に関するコスト縮減検
討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月22日 34,650,000

  本業務を遂行するにあたっては、電線共同溝の構造について十分に精通しているとともに、その整備コストに関する十分な知識を有しているこ
とが必要である。
  同機関は、道路保全の技術に関する調査研究、開発を行うことにより、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、道路交通の安全と円滑
化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的として設立された法人であり、平成１０年度には「電線共同溝試行案」を作成、平成１４年度
には「電線共同溝　基準（案）－浅層地中化方式編」を作成するとともに、平成１５年度には「電線共同溝設計指針作成業務」において電線共同
溝の構造検討に関する全国的レベルでの委員会を開催することなどにより、電線共同溝設計指針（案）の作成に携わるなど、電線共同溝の構
造に関して十分な知識を有している。
　また、前述の委員会等における運営において電力や通信等関連事業者との協議に実績があり、本業務においても関連事業者と共同しコスト
分析を円滑に進めることができるととともに、これまでの委員会等で培った関係から各種情報交換や意見交換を円滑に行う等他の機関では果
たし得ない機能を有している。
  以上のことから、本業務を遂行する能力を有している機関は、財団法人　道路保全技術センターをおいて他に無く、同財団は本業務を実施しう
る唯一の機関である。
  従って、会計法第29条の３第４項、予決令第102条の４第３号に基づき、財団法人　道路保全技術センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

873 （社）日本交通計画協会
ＬＲＴシステムの技術動向を踏まえた
基準のあり方に関する検討調査

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月22日 7,875,000

  本業務を実施するためには、技術基準の規定内容・規定数値の整理にあたり、現在のＬＲＴ技術動向に関して高い知見が必要である。さらに、
軌道関連法規に精通している必要がある。
　社団法人日本交通計画協会は、欧米の先進事例等を参考に、まちづくりと一体となったＬＲＴ導入の考え方や手法のガイダンスを策定する委
員会「まちづくりと一体となったＬＲＴ導入計画ガイダンス策定委員会（主催：国土交通省都市・地域整備局）」の事務局をつとめるとともに「ＬＲＴ
導入計画ガイダンス」のとりまとめを行っている。さらに、日本で初めてのＬＲＴが本格導入される富山ライトレールについて計画から実施設計ま
で一貫して行った団体であることから、 新のＬＲＴ技術動向について高い知見を有している。又、富山ライトレールの事業計画・設計を実施する
とともに、路面電車の事業計画策定等多数の実績もあり、軌道関連法規に精通していることから、本業務を適正に遂行出来る唯一の契約対象
である。
　以上の理由から、社団法人日本交通計画協会が本業務を適正に実施し得る唯一の機関と判断し、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条の４第３号の規程に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

874 （財）日本緑化センター
平成１７年度　道路緑化における外来
種対策に関する調査業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月22日 13,233,000

　本業務の遂行に当たっては、道路の法面緑化技術に関する一般的事項や技術などに関連する幅広い知見と高度な専門知識と経験が必要と
なるほか、外来緑化植物を含む外来種問題等の生物多様性をはじめとした環境問題に対して深い造詣を有し、外来種対策に即応した法面緑
化の今後のあり方に対して的確な判断に基づいて一定の結論を導きだす技術が必要である。また調査を進めるに当たっては緑化関係の生産
者や施工者の団体等の協力を得られる機関であるとともに、本業務の 終的な成果物は、今後の法面緑化のあり方に対して一定の方向性を
示す施策の企画立案に活用されることから、公平・中立性を有していることが求められる。
　(財)日本緑化センターは、実効ある国土緑化とりわけ環境緑化の推進を通じて国民の生活環境の向上に資するため、緑化に関する総合的調
査研究、技術開発、情報の収集・提供ならびにその成果に基づく緑化思想、新技術の普及・指導等を担うことを目的として設立された公益法人
である。これまでにも、道路緑化に関する調査・研究として、「岡山国道緑化基本計画検討業務（H15）」「道路緑化マスタープラン検討業務（北海
道）（H14）」等を、緑化制度等に係る調査研究として、「都市緑化施策の実績調査（毎年度）」「社会資本整備における自然環境の保全・再生・創
造に関する調査（H16）」、「植栽基盤整備技術マニュアル（案）作成(H11)」等の業務を多数行っている。さらに緑化材料に関する調査・研究として
行っている、「緑化樹木の価格動向調査(毎年度)」「自然環境復元のための緑化植物供給手法検討調査(H11)」、「環境再生に必要な広葉樹の
安定供給システムに関する調査(H9)」、「緑化材料の品質寸法規格調査」等では緑化材料の生産者団体との頻繁な情報交換を行っており、これ
らの団体から調査に対する協力を積極的に得られることが見込まれる。これにより、本業務を実施するために必要となる、道路の法面緑化技術
に関する一般的事項や技術などに関する幅広い経験や知識の蓄積があり、高度な専門的知識や広範囲な情報収集、分析能力及び高度な公
平・中立性を有している唯一の法人である。
　よって、本業務を遂行するには、財団法人日本緑化センターが唯一の契約対象であり、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
の規定により財団法人日本緑化センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入
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875 （社）国際建設技術協会
米国の歩行者交通安全方策に関する調
査

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月23日 9,502,500

　本業務の遂行にあたっては、海外における交通安全施策に関して十分な知識を有しているとともに、これらの調査分析について豊富な経験を
有していることが必要である。
　社団法人　国際建設技術協会は、海外における国土開発に対し協力する事を目的とした機関であり、建設技術に関する調査及び研究、建設
技術に関する内外資料及び情報の蒐集及び交換等を事業内容としている。また、平成１５年度には、「欧米の道路交通安全施策に関する情報
収集調査業務」を実施し、SAFETEA-LUの前身の計画であるTEA-21に基づく米国の道路交通安全施策についての調査の実績を有しているほ
か、欧米の都市内道路交通安全対策についての先進的事例の調査や、道路交通安全対策の評価手法に関する調査について成果を収めてい
るなど、海外における交通安全施策に関する豊富な知識と経験に加え、海外の政府諸機関との情報ネットワークを有している。
　以上のことから、本業務を遂行する能力を有している機関は、社団法人国際建設技術協会をおいて他になく、同法人は本業務を実施しうる唯
一の機関である。
　従って、会計法２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３号に基づき、社団法人　国際建設技術協会と随意契約を行うものである。

その他のもの
18年度以降において当
該事務・事業の委託等
を行わないもの

876 関西電力（株）
平成１７年度特殊トランス等の技術開
発（その４）業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月23日 37,753,800

  国土交通省では、歩道が狭い又は無い道路等において、よりコンパクトな地上トランス、及び周辺の景観と調和のとれた柱状型トランスの技術
開発に対する公募を実施しており、同社においても技術の提案がなされているところである。
  上記公募に対する提案技術については、学識経験者を含めた技術評価委員会（「特殊トランス等の技術開発評価委員会」）において評価され
ており、その評価結果をもとに開発対象技術として採用することとした。
  同社の提案技術については、上記委員会において修景技術が図られたトランスとして評価されており、開発対象技術として採択が望ましいとさ
れている。さらに、試験箇所である兵庫県川西市道４号の存する箇所が、沿道条件や道路特性を勘案し検討対象地区としての妥当性を有して
おり、当該技術開発の実施にあたっては当該地区の電力供給を行っている関西電力株式会社をおいて他になく、同社が本業務を実施しうる唯
一の機関である。したがって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２号の４第３号に基づき、関西電力株式会社と随意契約を結ぶものであ
る。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

877 東京電力（株）
平成１７年度特殊トランス等の技術開
発（その３）業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月23日 306,600,000

  国土交通省では、よりコンパクトな地上トランス、及び周辺の景観と調和のとれた柱状型トランスの技術開発に対する公募を実施しており、同
社においても技術の提案がなされているところである。
  上記公募に対する提案技術については、学識経験者を含めた技術評価委員会（「特殊トランス等の技術開発評価委員会」）において評価され
ており、その評価結果をもとに開発対象技術として採用することとした。
  同社の提案技術については、上記委員会において修景技術が図られたトランスとして評価されており、開発対象技術として採択が望ましいとさ
れている。さらに、試験箇所である宇都宮市道６号等の存する箇所が、沿道条件や道路特性を勘案し検討対象地区としての妥当性を有してお
り、当該技術開発の実施にあたっては当該地区の電力供給を行っている東京電力株式会社をおいて他になく、同社が本業務を実施しうる唯一
の機関である。したがって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２号の４第３号に基づき、東京電力株式会社と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

878
（財）国土技術研究セン
ター

今後の地方の道路整備の進め方及び補
助事業制度に関する調査検討

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月24日 34,650,000

  本業務の実施にあたっては、道路交通に関する専門的な知識のみならず、これまでの道路計画の策定、道路事業の執行、整備効果等に熟知
しているとともに、広範な知識、幅広い総合的な視点も不可欠であり、過去から現行の道路整備五箇年計画や２１世紀の道路政策の企画・立案
に深く関与している必要がある。
  （財）国土技術研究センターは「地域整備、都市整備、大規模プロジェクト等の構想及びマスタープラン等の立案並びにこれらに必要な調査研
究」等を実施することとして設立された調査研究機関であり、多分野にわたる広範な知識や視点から総合的に解析する能力を有する。
  過去の実績においては、「２１世紀の道路像と道路政策策定のあり方に関する調査及び検討業務」「新道路計画の基本的考え方に関する調査
検討業務」「２１世紀の国土・地域・社会と道路政策検討業務」「中山間地域における道路整備のあり方検討業務」といった中長期的な道路整備
計画のあり方に関する調査を行っており、本業務に必要な経験や知識を十分に有しているとともに、道路審議会・基本政策部会の小委員会で
ある「２１世紀の国土・地域・社会と道路政策検討小委員会」の運営にも参画しており道路整備計画の立案に関する全体像を把握している。
　また、地域ごとに「地方道整備計画調査検討業務」といった地方道の整備効果を把握するための指標の検討、安定到達率等の指標を用いた
整備計画の策定の基礎資料作成を行っているなど類似の業務実績があり、本業務に活用できる基礎的データ・知識をも有している。
　さらに、「２１世紀道路像と道路政策の方向性に関する調査」、「新道路計画策定に関する検討」において、第１２次道路整備５箇年計画策定の
ための国民の意見・提案の収集整理（キックオフレポート）を実施しており、国民のニーズを踏まえた道路の長期計画の立案に携わった唯一の
法人である。
　以上のことから、本業務を遂行する上で必要な能力を有する機関は、（財）国土技術研究センターをおいて他になく、同法人は本業務を実施し
うる唯一の機関である。
　従って、会計法29条の3第4項、予決令102条の4第3号により（財）国土技術研究センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
するもの（18年度以降
企画競争に移行すべく
準備を進める）

公募手続
きを導入

879
（財）国土技術研究セン
ター

幹線道路ネットワークにおける有料道
路のあり方に関する検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月24日 10,500,000

　本業務の遂行に当たっては、高規格幹線道路、地域高規格幹線道路等の幹線道路ネットワークの整備状況や整備手法に精通していること、
過去に道路施策に関する調査業務の実績があり、道路行政や料金施策、整備実態に精通していることが必要である。
　財団法人国土技術研究センターは、寄付行為第３条、第４条にあるように、国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合的か
つ効果的に行うとともに、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与することを目的
とする財団法人である。同財団の事業内容には、地域整備、都市整備、大規模プロジェクト等の構想及びマスタープラン等の立案並びにこれら
に必要な調査研究、建設技術に関する広報活動などがあり、これまで数多くの道路施策と幹線道路整備に関する調査・研究を行なってきてお
り、平成１２年度国土交通本省「高規格幹線道路のあり方に関する検討業務」、「地域高規格道路等のあり方に関する検討業務」、平成１３年度
国土交通本省「有料道路等におけるＰＦＩ検討業務」、平成１５年度国土交通省関東整備局横浜国道事務所「幹線道路整備における有料道路制
度に関する調査業務」、平成１６年度国土交通省関東整備局横浜国道事務所「幹線道路整備における有料道路のあり方に関する調査業務」の
調査結果からも有意義な成果を確認している。特に、本業務においては、平成１６年度国土交通省関東整備局横浜国道事務所「幹線道路整備
における有料道路のあり方に関する調査業務」において収集・分析した業務の成果や有識者の発言等を活用することにより、的確、効果的かつ
効率的に本調査及び検討の結果が得られると期待されるものである。
　以上のことから、本業務を遂行する上で十分な能力を有する業者は、財団法人国土技術研究センターをおいて他になく、同財団は当該業務を
実施し得る唯一の業者である。
　従って、会計法２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３号の規程により、随意契約を行うものである。

見直しの余地
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一般競争等に移行する
ための準備に時間を要
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880
（財）住宅リフォーム・
紛争処理支援センター

公共住宅ストックを例としたリフォー
ム性能評価システム等検討調査（リ
フォームに係る住宅性能評価システム
の検討

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月1日 7,595,831

本業務は、既存の住宅ストックを長期に維持・利用するための耐震化、省エネ等のリフォームの実施を政策的に推進していくため、
実際の公共住宅を対象にリフォームの性能評価システムを試験的に適用し、制度設計上の課題把握を行うものである。本業務の成果
として、リフォームに係る消費者等への性能情報提供のためのシステムが整備されることにより、消費者保護が図られ、安心して住
宅リフォームを実施できる環境が整備されるとともに、市場規模の拡大が見込まれるが、このような調査検討の実施には、住宅リ
フォーム市場やリフォーム工事の実態に関する幅広い知見が必要である。  (財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター（理事長
島崎　勉）は、住宅リフォームに関する新しい技術開発等についての調査研究を通して技術的知見を蓄積するとともに、消費者がト
ラブルなく良質な住宅リフォームを実施できるよう、増改築相談員及びマンションリフォームマネジャーの育成を行っている。これ
らの調査研究の成果は、同財団が運営するホームページ「リフォネット」に掲載することにより、広く情報提供を行い、リフォーム
技術等の向上と普及を図っている。また、消費者の住宅リフォームを支援するため、インターネットや名簿(行政窓口や消費生活セン
ターなどに配備)によりリフォーム事業者の情報提供を行うとともに、リフォームを進める際の工事費見積り等、リフォームに関する
幅広い知識情報の提供を行っている。当該財団は、これまでにも「性能向上リフォーム推進技術開発検討」、「公団住宅におけるリ
ニューアルのニーズ等に関する研究」、「住宅リフォームに係る消費者保護方策の充実のための調査検討業務」等の調査検討業務を
国土交通省、都市基盤整備公団等より受託するなど、住宅リフォームの技術向上、良好な市場の育成等に資する幅広い調査業務を継
続的に実施し、良好な成果を収めているところである。このように、国、地方公共団体、住宅リフォーム関連業界等と連携しなが
ら、住宅リフォームに関する調査研究を幅広く実施できる法人は他になく、当該財団に当業務を委託することとする。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）

881
（財）国土技術研究セン
ター

安全で快適な居住環境を有するまちづ
くりのたのも迅速で隘路打開方策検討
調査

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月7日 49,199,850

近年の急速に進む少子高齢化、犯罪や災害の多発等に対し、安心して快適に暮らせる住宅地の整備が求められている。本調査は、特
に緊急性を要しながら事業化が遅れている区域において、居住者対策等の個別・具体の課題に対応した関係権利者の調整、利害調
整、関係行政機関との調整等を調査し、早急な事業化を図るための手法の検討を行うこととする。
　その検討にあたっては、住宅・建築分野に関する知識のみならず、非常に複雑な権利関係の調整や関係行政機関との調整等のまち
づくり方策に関する幅広い見識を要する。財団法人国土技術研究センターは、昭和４８年に設立された国土交通省の認可法人であ
り、官公庁、大学、民間企業などとともに、様々な調査や研究に取り組んでいる総合調査研究機関である。また、調査の実施にあ
たっては、住宅・建築分野やまちづくり方策に知見を有するスタッフにより対応するため、まちづくり等の地方公共団体の事業支援
に精通している法人である。　従って、本調査において必要とする構想段階にある地域整備の事業化にかかる豊富な見識及び調査・
研究・開発等を行うための高い能力を持つ唯一の団体であるとともに、本調査を実施するに十分な見識及び能力を有する法人は他に
存在しない。以上により、財団法人国土技術研究センターと随意契約を行うものである。

見直しの余
地があるもの

一般競争等に移行
することとしたも
の

公募手続
きを導入

882
（社）全国市街地再開発
協会

改修等による老朽化マンションの再生
方策の検討調査

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月16日 17,400,000

本調査では、国内外のマンション再生事例や海外の類似制度等について調査を行い、我が国における改修等による老朽マンションの
再生方策について幅広くその可能性を検討する。また、マンション再生を円滑化するために必要となる制度整備の方向性（法制度の
見直しや支援制度の整備等）についても検討を行うことにより、マンション再生の円滑化を図り、マンションの良好な居住環境を維
持・向上させることを目的とする。本調査の実施にあたっては、区分所有法及びマンション建替え円滑化法等の関連法やマンション
建替事業の実務に精通していることはもとより、複雑な権利関係となっているマンションの建替えにおける制度上の課題やその建替
え方策の検討を行うため、登記制度や不動産鑑定評価、関連税制等の幅広い専門分野について高度な知識やノウハウを有しているこ
とが求められる。社団法人全国市街地再開発協会は、市街地の再開発、住宅地区の環境整備、密集市街地の整備、マンションの建替
え等に関する総合的な調査研究及び事業の促進を図ることにより、公共の福祉の増進に寄与することを目的として設立された法人で
あり、マンション建替事業及びこれに類似の事業形態を取る市街地再開発事業に関する高度な知識・ノウハウを持つ人材を有してい
るほか、「マンション建替組合による隣接地を含めたマンション建替事業の支援方策の検討調査」（平成１５年度実施）「敷地の所
有関係等が複雑である集合住宅の建替え方策の検討調査」（平成１６年度実施）等のマンション建替えに関する豊富な調査・研究の
蓄積も有しており、同様の能力を有する団体は他にはない。以上により、同法人は本業務を遂行しうる唯一の調査機関であることか
ら、社団法人全国市街地再開発協会と随意契約するものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）

883
（財）国土技術研究セン
ター

街なか居住推進施策検討調査（小規模
地方都市の中心部における衰退原因把
握調査）

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月7日 11,799,900

近年、地方都市においては、モータリゼーションの進展、人口の減少による居住機能の低下をはじめ、商業機能の低下、街なかの遊
休地の増大など、中心市街地の活力低下が問題となっている。本調査は、地方都市の中心市街地における居住機能の回復と活性化を
図るため、街なか居住を推進するための方策の検討を行うこととする。その検討にあたっては、市街地再開発事業、土地区画整理事
業、住宅市街地総合整備事業等の都市再開発事業に関する豊富な知識と経験及び、まちづくり方策に関する幅広い見識をもって検討
を行う必要がある。財団法人国土技術研究センターは、昭和４８年に設立された国土交通省の認可法人であり、官公庁、大学、民間
企業などとともに、様々な調査や研究に取り組んでいる総合調査研究機関である。また、調査の実施にあたっては、住宅・建築分野
やまちづくり方策に知見を有するスタッフにより対応するため、まちづくり等の地方公共団体の事業支援に精通している法人であ
る。本業務の実施にあたっては、上記の特に豊富な知識、経験及び能力を有していることが不可欠であり、契約相手として同法人を
おいて他にはない。以上により、同法人が本業務を遂行し得る唯一の調査機関であることから、財団法人国土技術研究センターと随
意契約を行うものである。
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884 （独）都市再生機構
街なか居住推進施策検討調査（地域の
特性を活かした方策検討調査等）

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月1日 10,000,000

都心地域の人口の空洞化、職住遠隔等の大都市圏等における居住立地構造の歪みの是正、災害に脆弱な密集市街地の解消等により、
都市構造を２１世紀の豊かな住生活や経済・社会活動の基盤として再編していくため、既成市街地の総合的な整備改善により街なか
居住を推進していくことが都市再生における喫緊の課題となっている。このため、平成１６年度において上記課題の解消を強力に推
進するために、地域の創意工夫による個性豊かな地域主導のまちづくりを効率的に行うことを可能とする「まちづくり交付金」制度
や、既成市街地における住宅市街地の整備改善及び防災機能の確保を従来以上に総合的かつ効果的に進めるため、旧住宅市街地整備
総合支援事業と旧密集住宅市街地整備促進事業とを統合した「住宅市街地総合整備事業」が創設された。本調査においては、国とし
て全国の既成市街地の居住立地構造や都市構造を改善する立場から、上記の各種事業制度等を活用した街なか居住を推進する方策を
検討することを目的としており、検討に当たっては、全国から数地区をモデル検討地区として抽出し、ケーススタディを通じて各地
域の特性を考慮した具体的な推進方策を導き出していくため、各種事業制度等に精通し、かつ、事業化検討に秀でていることが要求
される。 独立行政法人都市再生機構は、平成１６年７月に旧都市基盤整備公団と旧地域振興整備公団の地方都市開発部門が統合さ
れ設立された法人であり、国、地方公共団体と連携、調整を図りながら都市再生に民間事業者を誘導するために様々な市街地の整備
改善を全国展開している機関である。 当該機構は、事業主体としての施行能力と、公的機関としての地方公共団体等との調整、助
言能力とを併せ持つ唯一の者である。　以上の理由から、独立行政法人都市再生機構と随意契約を行うものである

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行し
たもの
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885 （財）ベターリビング
既存共同住宅団地の再生に関する総合
検討調査（計画技術）

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月1日 59,032,000

新耐震基準の制定された昭和56年以前の公共賃貸住宅と分譲マンションのストックはそれぞれ約290万戸（いずれも平成16年度末時
点）と推計されており、それらの合計は、公共賃貸住宅と分譲マンションのストック約762万戸（平成16年度末時点）の約４割に及ん
でいる。高度成長期を中心として整備されてきた共同住宅は現在再生期を迎えつつあり、とりわけ「団地」の再生は、今後のストッ
ク活用型社会の中で重要なテーマとなっている。既存共同住宅団地の再生にあたっては、不動産市況の低迷等により、従来の建替え
を中心とした再生が困難な団地があることから、改修や増築等を組み合わせた総合的な再生手法を導入していくことが必要となって
いる。このためには、事業を円滑に進めるための課題に対応する新たな計画技術・評価手法、事業手法、リノベーション技術、法制
度の整備等の検討をすすめていく必要がある。そこで、本調査は、既存共同住宅団地の円滑な再生を促進し、良質な居住環境と活力
に富む地域社会の形成を図ることを目的とし、既存共同住宅団地の再生方策及びその環境整備の方向性を検討するために実施するも
のである。標記法人は、住宅関連の技術開発、住宅市場の動向を捉え、先導的な取組みについての調査研究等を実施しており、ま
た、調査テーマに関連する関係機関と共同研究等の体制整備を図り、連携・協調型の調査研究を数多く実施している。また、公共住
宅事業者等連絡協議会の事務局を務めており、当該業務の成果を協議会を通じて、公共住宅等における既存団地の再生方策に反映す
ることが出来ることから本業務の適切な履行体制が整っている唯一の調査機関である。以上のことから、財団法人ベターリビングと
随意契約することとしたい。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）

886
（財）国土技術研究セン
ター

既存共同住宅団地の再生に関する総合
検討調査（事例分析）

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月7日 9,999,990

高度経済成長期に建設された郊外の共同住宅団地は、周囲の宅地化も促し地域の核となってきたが、団地自体は設備の陳腐化や、住
戸の造りが現在の生活形態に合わないことから順次更新されてきており、また、団地内にとどまらず地域を視野に入れた整備も少な
くない。本調査は、これまで実施された共同住宅団地の再生事例の分析を通じ、より効果的に地域整備に資する共同住宅団地の再生
方策の検討を行うこととする。その検討にあたっては、建築・住宅分野に関する知識のみならず、公的住宅供給主体の事業内容やま
ちづくり方策に関する幅広い見識をもって検討を行う必要がある。財団法人国土技術研究センターは、昭和４８年に設立された国土
交通省の認可法人であり、官公庁、大学、民間企業などとともに、様々な調査や研究に取り組んでいる総合調査研究機関である。ま
た、調査の実施にあたっては、住宅・建築分野やまちづくり方策に知見を有するスタッフにより対応するため、まちづくり等の地方
公共団体の事業支援に精通している法人である。本業務の実施にあたっては、上記の特に豊富な知識、経験及び能力を有しているこ
とが不可欠であり、契約相手として同法人をおいて他にはない。以上により、同法人が本業務を遂行し得る唯一の調査機関であるこ
とから、財団法人国土技術研究センターと随意契約を行うものである。

見直しの余
地があるもの

一般競争等に移行
することとしたも
の

公募手続
きを導入

887 （財）日本建築センター
建築・空間デジタルアーカイブスの構
築業務

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月1日 198,854,754

　本業務は、景観法の全面施行を踏まえたマネジメント・サイクルを徹底する上で必要となる事業横断的な調査を行うため、平成１
７年度景観形成事業推進費（調査分）により実施するもので、「建築・空間デジタルアーカイブス」を構築することを目的としてい
る。　建築・空間デジタルアーカイブスとは、以下の目的に賛同する者によって構築される主としてネット上で発展的・継続的に活
動を展開するシステムであり、知的財産権の保護、管理に留意しつつ、優れた空間、景観を構成する建築物等の写真、図面、スケッ
チ、記録等をデジタルデータで収蔵し、ネットワークを通じ、広く国内外に情報を発信、公開することにより、建築物・諸施設の空
間の質、デザインの向上及び良好な建築景観の形成を図るものであり、今回、国費によりアーカイブスの基盤整備を行うものであ
る。本業務を遂行するにあたっては、以下に示す条件を満たすことが求められる。１）建築物に関する、意匠、構造、歴史に関して
総合的、体系的に情報を収集し、整理するための専門的知識を有すること。２）有識者による委員会を設け関係各方面の意見を取り
入れ、かつ、広く関係団体や業界、関係企業等の協力を得て事業を推進する能力を有すること。３）公共や民間の個々の建築活動の
うち優れた事例を客観的に選択し、建築景観における国民共通の基盤となる情報を整備することから、公平、中立的な立場を有する
こと。

問題があるもの
18年度以降において当該
事務・事業の委託等を行
わないものとしたもの

888 （財）建材試験センター

公共住宅ストックを例としたリフォー
ム性能評価システム等検討調査（アス
ベスト含有建材使用状況評価システム
の検討）

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月28日 21,997,311

本業務は、公共住宅ストック等において、適正な改修により除去等を行う必要があるアスベスト含有建材について、喫緊の課題であ
る個別物件におけるアスベスト含有建材の使用状況の評価を可能とするため、建材のアスベスト含有量等に関するデータベース（Ｄ
Ｂ）を中心とした、アスベスト含有建材の使用状況評価システムの整備の検討を行うものである。本業務の成果として、建材のアス
ベスト含有量等のＤＢを含むアスベスト含有建材の使用状況評価システムの整備がなされるが、このような調査検討の実施には、建
材についての試験・分析に関する幅広い知見が必要である。（財）建材試験センター（理事長　岩田誠二）は、公益的な第三者機関
として、各種建材等に関する試験事業や評価・審査・認証事業を行っているほか、国等から委託を受けて、毎年10件程度の調査研究
を実施している。これまでVOC等の測定法に関する標準化調査、断熱材中フロン回収・処理調査、アスベスト代替品の開発調査及び国
の建築物でのアスベスト飛散濃度全国調査等を実施している。さらには、JIS（日本工業規格）としてこれまで約120規格の原案を作
成しており、この中にはアスベストの測定に関する気中濃度測定方法や、建材のアスベスト含有率試験方法なども含まれている。本
財団は、これらの試験及び調査研究等の成果として、アスベスト含有建材の物質・特質等について、国内では 高の情報量を保有し
ている。また、JIS案の作成及びJISマーク認証に伴う工場審査も実施しており、製造工程、業界の動向の掌握も可能である。また、
JIS案及び調査研究では、関係業界及び学識経験者を参集して所定成果を得てきたことから、産・学・官共同・協力体系関係が短期に
容易に形成できる。さらに、本件調査に類似している断熱材中フロンの調査では、全国的なフロン含有建材の使用実態調査とその試
験・解析結果も踏まえたデータベースの構築及び公表を実施しており、同種の検討に関する対応ノウハウも有している。これらのこ
とから、アスベスト含有建材に関する調査・試験・データベース化・公表を一連の業務として実施できる機関は、国内では、当セン
ターのみであることから、本業務を本財団に委託することとする。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行し
たもの

889
（財）建築環境・省エネ
ルギー機構

公共住宅等に係る省エネルギー仕様等
検討調査

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月8日 9,599,982

本業務は、実情に応じた効果的な省エネ対策を推進するため、建て方、構造等がある程度限定される公共住宅等において、様々な
ケースを想定して、一定の省エネ性能を確保するための仕様基準のバリエーションの作成及び断熱材の施工技術向上方策の検討を行
うものであり、このような調査検討の実施には、住宅の省エネルギー対策の実態をはじめ、住宅・建築物の環境負荷軽減に関する幅
広い知見が必要である。  (財)建築環境・省エネルギー機構（理事長  村上　周三）は、住宅・建築物に係る省エネルギー技術をは
じめとした環境負荷軽減に関する技術の研究開発、指導および普及を行うことにより、建築物におけるエネルギーの有効利用その他
環境保全の推進を図り、もって国民生活の安定と健全な発展に寄与することを目的としており、住宅・建築物の省エネルギー対策に
係る研究開発等の技術開発事業、環境共生住宅、建築物の断熱構造化等に関する技術等の広報普及、および住宅・建築物の省エネル
ギー化に関する顕彰制度の実施、ホームページによる情報提供等の広報・普及事業等を推進している。また、当該財団は、これまで
にも「中小建築・住宅生産者への環境マネジメントシステム導入方策の検討」、「ライフサイクルにおいて環境影響を低減させる住
宅・建築の設計指針検討」、「地球温暖化防止のための住宅分野における省エネルギー対策検討」等の調査検討業務を国土交通省よ
り受託するなど、住宅・建築物の環境負荷軽減のための技術向上や、省エネルギー技術の普及促進に資する調査業務を継続的に実施
し、良好な成果を収めているところである。このように、国、地方公共団体、住宅生産関連業界等と連携しながら、住宅を含む建築
物の環境負荷軽減に関する調査研究を幅広く実施できる法人は他になく、当該財団に当役務を行わせることとする。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）
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890 （財）ベターリビング
公的賃貸住宅の相互連携及び供給方策
に関する検討調査

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月14日 26,130,000

財団法人ベターリビングは、住宅部品の開発に関する企画、計画、調査や優良住宅部品の認定等を行っている公益法人であり、住宅
の設備水準を適切に評価する能力を有しているとともに、これまで、住宅の市場動向や立地、設備による市場の評価に関して「公共
住宅建設に係るコスト低減等諸課題に対応するための方策調査研究（平成５～６年、公共住宅建設事業者等連絡協議会）」、「公営
住宅等地域実態調査（昭和63年～平成元年、公営住宅技術開発会議）」、「低価格住宅の市場動向調査（平成６年度、建設省）」等
を行っており、住宅市場における住宅の価格、コスト等を調査し、収集した資料をもとに的確に分析する能力を十分に有している。
一方、公営住宅等の公的賃貸住宅に関しては、「公営住宅制度の見直しに関する基礎的調査」（平成16年度）、「公営住宅の家賃算
定における係数等に関する基礎的調査（平成11～15年、建設省、国土交通省）」、「公共住宅事業の事業評価技術の開発に関する研
究（平成10年、公共住宅建設事業者等連絡協議会）」、「借上公営住宅の供給促進方策に関する調査研究等（平成９年、公共住宅建
設事業者等連絡協議会）」、「平成３年度公営住宅等再生マスタープラン策定業務（平成３年、群馬県）」等豊富な調査実績を有し
ているなど、公営住宅制度及び本調査で必要となる公営住宅及び公営住宅入居者の実態にも精通している。このように、住宅の市場
における評価、設備に係る知見等に精通しているとともに、公営住宅に関する豊富な調査実績と幅広い見識を有しており、公営住宅
制度の見直しについての検討・分析を行うための幅広い知識、知見、分析能力を有している法人は他にはない。以上の理由により、
財団法人ベターリビングと随意契約するものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）

891 （財）ベターリビング
公的賃貸住宅の相互連携及び供給方策
に関する検討調査（公営住宅の管理に
関する調査）

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月9日 8,519,994

　本調査業務は、公営住宅を真に住宅に困窮する者へ的確に供給するため、既存ストックの管理のあり方を中心に見直しを行うこと
を目的として、各事業主体における公営住宅の管理の実態調査を行うものである。本調査、検討を的確に実施するためには、公営住
宅の制度、既存住宅ストックの活用等に関する知識と豊富な調査経験を有していることが必要である。財団法人ベターリビングは、
「公営住宅制度の見直しに関する基礎的調査（制度見直しに係る調査）（平成16年度、国土交通省）」、「公営住宅資産把握透明性
確保等調査（平成１６年度、国土交通省）」、「公営住宅の家賃算定における係数等に関する基礎的調査（平成11～15年、建設省、
国土交通省）」、「公共住宅整備効率化調査（公営住宅における既存住宅ストックの活用方策に関する調査）（平成11年度、建設
省）」、「公営住宅等地域実態調査（昭和63年～平成元年、公営住宅技術開発会議）」、「平成３年度公営住宅等再生マスタープラ
ン策定業務」等を実施しているほか、公営住宅等の事業主体である地方公共団体によって組織される公共住宅建設事業者等連絡協議
会の事務局や「住宅ストック形成・有効活用システム」提案募集（平成12年、建設省主催）の事務局を務めるなど公営住宅等の住宅
ストックに関する幅広い識見及び豊富な調査経験を有し、地方公共団体における公営住宅の実態にも精通している。このように、公
営住宅制度及び地方公共団体における公営住宅の実態に精通し、かつ、公営住宅等の既存住宅のストックの活用等に関する幅広い知
識と豊富な調査経験を有する法人は他にはない。以上の理由により、財団法人ベターリビングと随意契約するものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）

892
（社）全国市街地再開発
協会

公的賃貸住宅団地等の再生検討調査
(福島県等４地区）

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月8日 24,835,650

平成１５年６月２６日に開催された第１０回都市再生本部会合において、「全国都市再生のための緊急措置」の幅広い展開に資する
ため、地域が自ら考え自ら行動する都市再生活動のモデル調査を実施することが決定されたところである。この調査は地域の創意工
夫を重視し、全国のモデルとなりうる先導的な取り組みを全国的に掘り起こしつつ行うこととされている。平成１７年度全国都市再
生モデル調査「公的賃貸住宅団地等の再生検討調査」は、このような取り組みの一環として、福島県等４地区を対象として、公的賃
貸住宅団地等の整備に役立てられるように、地域固有の地理的・社会的背景を踏まえた住民と公的主体との協働による密集市街地整
備方策について検討を行うことを目的として行われるものである。本業務の実施においては、公的賃貸住宅団地等の再生手法に精通
しているだけでなく、「地方が自ら考え、自ら行動する」という主旨から、地方公共団体等が取り組む先導的な試行を推進・支援す
るため、公的賃貸住宅団地等の再生などのまちづくり等の調査業務に係る経験・知識・ノウハウ等の豊富な蓄積を有し、支援体制が
整っていることが必要不可欠である。社団法人全国市街地再開発協会は、市街地の再開発、住宅街区の環境整備、密集市街地の整
備、マンションの建替え等に関する総合的な調査研究及び事業推進を図ることにより，公共の福祉の増進を目的として設立された法
人である。また、同法人の正会員の約８割以上が地方公共団体であることから、まちづくり等の地方公共団体の事業支援に精通して
おり、契約相手として同法人をおいて他にはない。以上のように、本法人が本業務を遂行しうる唯一の調査機関であることから、社
団法人全国市街地再開発協会と随意契約するものである。

問題があるもの
18年度以降において当該
事務・事業の委託等を行
わないものとしたもの

893 （財）ベターリビング
高齢者の持家資活用による住み替え支
援検討調査

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月24日 9,999,990

本調査は、高齢化の急速な進展に伴う高齢者単身世帯の増加や都心居住志向などによる、ライフスタイルの変化・居住形態のニー
ズの多様化に応じ、高齢期に適した住宅への住み替えニーズに対応して、住宅資産の活用による少子・高齢社会に対応した公共賃貸
住宅供給方策のあり方の検討を行うものである。調査の実施に当たっては、高齢期の住み替えに際して、高齢者の所有する住宅を借
り上げるなど、今後の住み替えを促進する方策の検討を行う必要がある。このため、本調査を遂行するにあたっては、高齢者の住み
替えに際して、高齢者の所有する住宅を借り上げるなど、公的な主体が行う賃貸住宅制度についての豊富な調査経験や幅広い識見の
みならず、各種公共賃貸住宅の制度、事業の実態、実施に係る幅広い識見を必要とする。財団法人ベターリビングは、「住宅の長期
需要構造の変化に関する研究調査」、「定期借家権が賃貸住宅市場に及ぼす影響等に関する検討調査」、「定期借家権の活用による
集合住宅の維持管理等検討調査」、「公共賃貸住宅のあり方調査」等を実施している他、住宅施策の経済効果に関する研究会、定期
借家権研究グループを開催するなど、住宅需要の変化、定期借家制度の活用の検討、公的賃貸住宅に関する委員会にも精通してい
る。一方、高齢者の住み替え方策を検討するにあたり、「高齢化社会における住宅の情報化推進方策検討調査」、「高齢化社会に対
応した住宅・住環境の整備のための調査研究」、「既存住宅に係る情報収集の手法等に関する調査」、「一戸建ての住宅に係る履歴
情報登録・提供システムの検討調査」等を実施しており、また「住宅市場の発展に資する信託の活用に関する研究会」を開催するな
ど、住宅に対する需要実態等に関して優れた実績を有している。このように、賃貸住宅の制度、事業の実態、実施にも精通してお
り、また、既存住宅ストックの改善や住宅の品質等に関する幅広い知識と豊富な調査経験を有する法人は他にはない。以上の理由に
より、財団法人ベターリビングと随意契約するものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）
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894 （財）高齢者住宅財団
高齢者の新たな居住形態に対応した住
宅に関する検討調査

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月29日 33,600,000

本調査は、高齢化の急速な進展に伴う高齢者単身世帯の増加や都心居住志向などによる、ライフスタイルの変化・居住形態のニーズ
の多様化に応じた新しい住まい方として、高齢者によるグループ居住型住宅に着目し、それら新たな居住形態の円滑な運営について
検討することにより、住宅資産の活用による少子・高齢社会に対応した公共賃貸住宅供給方策のあり方を検討するものである。調査
の実施に当たっては、世代や親族関係を超えた居住スタイルへ対応するグループ居住型住宅における加齢対応構造等の整備のあり
方、専用・共用部分のあり方、共用部分の管理、契約のあり方等について調査・検討を行う必要がある。このため、本調査の実施主
体は、高齢者の属性、保有資産、居住に関するニーズなどについて基本的な情報を有しているとともに、高齢者向け住宅の事業計画
などに関する実務的経験、高齢者の居住の安定確保に関する法律、リバースモーゲージなどの諸制度、住宅政策、福祉政策に関する
高度で幅広い知見と情報を有していることが必要である。財団法人高齢者住宅財団は、高齢社会に対応した住宅・生活関連サービス
に関する調査研究、地方公共団体等の行う高齢者向け住宅の事業化の支援などを実施することを目的として平成５年３月に設立され
た公益法人である。具体的には、これまで、数多くのシルバーハウジング・プロジェクトなどの高齢者向け住宅の事業化支援のため
の計画策定・需要調査を実施するとともに、「高齢者の在宅居住を支援する環境整備のあり方に関する調査」（平成１４年３月）等
の調査を実施し、加えて、「高齢者向け優良賃貸住宅制度の解説」等の出版・普及等本調査と密接に関連する業務を実施してきたと
ころである。また、平成１３年１０月に、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、「高齢者居住支援センター」としての国
土交通大臣の指定を受けており、全国の登録住宅情報収集・情報提供、高齢者の居住の安定確保に関する情報・資料の収集、調査・
研究、バリアフリーリフォーム資金の死亡時一括償還の方法による貸付に係る債務保証等の業務を実施している。以上のように、財
団法人高齢者住宅財団は、本調査業務を実施する上で必要な高度で幅広い情報、知見、経験を有しており、このような実施主体は同
財団をおいて他にない。
従って、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び第１０２条の４第３項に基づき財団法人高齢者住宅財団と随意契約を行
うものである。

その他
―
（随意契約のよらざるを
得ないもの）

895
（財）国土技術研究セン
ター

社会資本整備事業関連調査（沿岸部と
背後地の連携による総合的な津波災害
軽減方策検討調査）

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月20日 17,913,000

本調査は、津波発生時の被害を 小限に抑えるため、津波避難ビルとそこに至る避難路等を確保するための計画を策定する方策につ
いて検討を行うことにより、各地域において津波避難ビル等の整備の促進を図るための調査を実施するものである。このため、住宅
市街地における防災性能の向上方策に係る十分な知識・経験・実績に加えて、防災まちづくりを進める上での地域の実情・ニーズの
的確な把握が必要である。また、本調査においては小規模住宅地区改良事業等による面的整備の適用についても検証を行うため、住
環境整備事業に係る知識が必要である。
  　「財団法人国土技術研究センター」は、わが国における建設技術発展の支柱となり、国と社会が要請する新しい建設技術に関す
る調査研究を総合的、かつ、効果的に行うとともに、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、もっ
て国民福祉の向上に寄与することを目的とした公益法人であり、官公庁、大学、民間企業などとの住宅市街地における防災性能の向
上に係る調査研究を行うとともに、住環境整備事業の推進に係る調査研究を行っている。（実績例は以下のとおり）
　　　・総合技術開発プロジェクト「まちづくりにおける防災評価・対策技術の開発」
（平成１０年～１４年度・国土技術政策総合研究所）
　　　・防災まちづくり支援ツールを活用したまちづくり手法検討調査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成１６年度・都市再生機構）
　　　・居住者組織による住環境の整備・管理手法に関する調査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成１４年度～１６年度・住宅局）
    　・住環境整備関連事業による土地有効利用推進方策の検討調査
　　　　　　　　　　　　　　（平成１０年度～１２年度・都市基盤整備公団）
  　また、この分野に精通した人材を有し、本調査を実施するのに十分な経験があるとともに、調査遂行にあたっては、 新の情報
が入手可能であるだけでなく、効率的かつ円滑な調査の実施が可能であり、このような事業内容をもつ法人は他に存在しない。
　  以上の理由により、財団法人国土技術研究センターと随意契約するものである。

見直しの余
地があるもの

一般競争等に移行
することとしたも
の

公募手続
きを導入

896
（財）住宅都市工学研究
所

住環境整備事業の円滑かつ効果的な推
進方策検討調査

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月28日 11,600,000

本調査は、アカウンタビリティ等の時代の要請にも対応して、住宅地区改良事業等の住環境整備事業の効果について、住環境水準等
による定性的な評価に加えて、事業実施に伴う事業地区及び周辺地区の資産価値の向上を適切に評価する仕組みを構築し、住環境整
備事業により改善された住環境を資産価値評価を含めて総合的に評価するための調査を実施するものである。
  このため、住環境指標・水準や住宅政策・都市政策に係る十分な知識・経験・実績に加えて、住宅マスタープラン等の策定を通じ
た地域の実情・ニーズの的確な把握が必要である。また、本調査においては住環境指標の地価への反映方法についても検証を行うた
め、不動産情報に係る知識が必要である。
  「財団法人住宅都市工学研究所」は、我が国の経済・社会の国際化、情報化及び技術の高度化並びに長寿社会の進展にふさわしい
生活づくり、住まいづくり、まちづくりを進めるため、新たな視点からの住宅都市づくり技術の調査研究を行うとともに、不動産取
引の活性化・有効利用の促進等に資するため、不動産総合情報システムの開発研究等を行うことを目的とした公益法人であり、官公
庁、大学、民間企業などとの住宅都市づくり技術の調査研究や不動産情報の研究開発を行うとともに、地方公共団体か
ら受託し数多くの住宅マスタープラン等の策定を行っている。（実績例は以下のとおり）
　　　・地域特性に応じた住宅供給方策に関する研究
　　　　　　　　　　　　　　　　（平成元年・２年度・建設省住宅局）
　　　・集合住宅における新たな住宅供給方式による市場への影響及び住宅市場整備のあり方検討調査
　　　　　　　　　　　　　　　　（平成１２～１４年度・都市基盤整備公団）
　　　・環境共生に配慮した都市再生に関する検討調査
　　　　　　　　　　　　　　　　（平成１４年度・都市基盤整備公団）
    　・一体的計画的まちづくりのための定期借地権の活用に関する調査
　　　　　　　　　　　　　　　　（平成１１年度・（財）土地総合研究所）
　　　・住宅マスタープラン策定
　　　　（水戸市、枕崎市、東海村、三島市、会津坂下町、藤枝市、水戸市等）
  また、この分野に精通した人材を有し、本調査を実施するのに十分な経験があるとともに、調査遂行にあたっては、 新の情報が
入手可能であるだけでなく、効率的かつ円滑な調査の実施が可能であり、このような事業内容をもつ法人は他に存在しない。
　以上の理由により、財団法人住宅都市工学研究所と随意契約するものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）
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897 （財）ベターリビング
住宅建設事業等に係る事業管理データ
の整備と事業実態分析及び新技術・新
整備手法の導入効果分析調査

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月14日 15,000,000

財団法人ベターリビングは、住宅部品の開発に関する企画、計画、調査や優良住宅部品の認定等を行っている公益法人であり、住宅
の設備水準を適切に評価する能力を有しているとともに、これまで、住宅の市場動向や立地、設備による市場の評価に関して「公共
住宅建設に係るコスト低減等諸課題に対応するための方策調査研究（平成５～６年、公共住宅建設事業者等連絡協議会）」、「公営
住宅等地域実態調査（昭和63年～平成元年、公営住宅技術開発会議）」、「低価格住宅の市場動向調査（平成６年度
、建設省）」等を行っており、住宅市場における住宅の価格、コスト等を調査し、収集した資料をもとに的確に分析する能力を十分
に有している。
一方、公営住宅等の公共住宅に関しては、「公営住宅制度の見直しに関する基礎的調査」（平成16年度）、「公営住宅の家賃算定に
おける係数等に関する基礎的調査（平成11～15年、建設省、国土交通省）」、「公共住宅事業の事業評価技術の開発に関する研究
（平成10年、公共住宅建設事業者等連絡協議会）」、「借上公営住宅の供給促進方策に関する調査研究等（平成９年、公共住宅建設
事業者等連絡協議会）」、「平成３年度公営住宅等再生マスタープラン策定業務（平成３年、群馬県）」等豊富な調査実
績を有しているなど、公営住宅制度等、本調査で必要となる公的賃貸住宅の実態にも精通している。
このように、住宅の市場における評価、設備に係る知見等に精通しているとともに、公的賃貸住宅に関する豊富な調査実績と幅広い
見識を有しており、公的賃貸住宅ストックの現状の把握、分析や環境に配慮した公共住宅供給に関する検討を行うための幅広い知
識、知見、分析能力を有している法人は他にはない。
以上の理由により、財団法人ベターリビングと随意契約するものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）

898
（財）マンション管理セ
ンター

循環型マンション市場の構築の検討委
託

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年6月30日 4,621,260

本業務は、循環型マンション市場の構築を目的とし、マンション管理の標準的な状況を示す指針の検討、立案をするものである。
  このため、本業務の実施に当たっては、マンション管理に関する広範な専門的知識と調査結果を正確に分析し、今後必要とされる
施策を検討することができる高度な能力等が必要とされる。
  財団法人マンション管理センターは、管理組合に対し、マンションの管理についての適切な指導、相談等の事業を行う等、マン
ションの管理の適正化を推進することにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上に寄与
することを目的として設立された財団法人であり、これまでの数多くの相談業務・調査研究業務・債務保証業務等を通じて、マン
ション管理に関する専門的知識の蓄積が豊富である。
  以上のように、同センターは、本業務を確実に実施できる十分な能力を有しており、他に同等の能力を有する法人は他にはないこ
とから、財団法人マンション管理センターと随意契約するものである。

問題があるもの
18年度以降において当該
事務・事業の委託等を行
わないものとしたもの

899
（財）ハウジングアンド
コミュニティ財団

新たなまちづくり手法等検討調査
山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月26日 22,681,000

地方都市再生の重点分野（平成１３年８月２８日都市再生本部決定）においては、「中心市街地における商業機能の活性化と住宅、
福祉などの用途の多機能化（住宅、福祉施設等の立地促進）」が位置づけられており、その後の全国都市再生モデル調査において
も、中心市街地活性化のため街なか居住の推進をテーマに取り上げる地域が多数あるなど、その推進を図ることが急務となってい
る。
街なか居住地では、地域住民の高齢化が進展し、継続居住意向や土地の継続所有意向が強く、新たな投資を必要とする事業への意欲
が低下している一方、自らの保有資産を活用して地域の住環境の改善・活性化に貢献したいという意向もある。
一方、近年、証券化等の金融手法の発展により、民間主体の資金調達方法が多様化されてきている他、信託業法の改正による信託業
務を実施できる主体の拡大や※まちづくりＳＰＶを活用した事業実施など、新たな主体による事業実施の可能性もみられるところで
ある。
本調査では、金融手法の発展や信託制度、新たな組合制度を活用して、地域住民による事業実施を円滑にするための主体のあり方及
び事業実施スキームを検討するとともに、具体の地区におけるケーススタディを行い地区特性に応じたモデル的な整備プログラムを
策定することにより、地域住民の資産活用による事業の一層の推進を図り、もって街なか居住の推進による中心市街地の
活性化を図るものである。
その検討にあたっては、金融手法や信託制度、新たなまちづくり主体に関し高度な知識・ノウハウ及び実績を持った団体により実施
することが望ましい。
財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団は、「住まいとコミュニティづくりに必要な施設等の整備について調査研究等を行い、
これらを行うものを支援するとともに、住民の自主活動による住宅の建設、維持管理等に関する情報の提供等を行い、もって、住生
活において良好な相隣関係、近隣関係を醸成し得る個性豊かな住環境の創造に資すること」を目的とする財団法人であり、
住まいとコミュニティづくりで高い評価を受けている。
従って本調査において必要とする、上記の特に高度な知識・ノウハウ及び実績を併せ持つ唯一の団体であるとともに、本調査を実施
する十分な経験を有し、かつこのような事業内容を持つ法人は他に存在しない。
以上の理由により、財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団と随意契約を行うものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）

900
（財）ハウジングアンド
コミュニティ財団

新たな住宅政策の方向を示す制度的枠
組みのあり方に関する検討調査

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月15日 34,899,900

今回行う調査研究は、住宅に関する各種調査結果の整理・分析を進め、新たな目標の設定や評価手法の検討を行うとともに、地方公
共団体への統計情報の提供方法等のあり方の検討などを行うものであり、これらについて適切に取りまとめる必要がある。
　（財）ハウジングアンドコミュニティ財団は、我が国の経済社会の変化を背景に、住宅及び地域コミュニティのあり方に関する調
査研究、技術開発、政策提言等を行うとともに、これらの諸活動の推進を支援し、もって豊かで魅力的な住まいとコミュニティの創
造に資することを目的として、自主研究調査及び受託研究調査など広く諸活動を展開している財団法人である。
　これまでにも、平成12年度の「第八期住宅建設五箇年計画策定基礎調査（うち住宅整備量及び推進施策の検討）業務」、成13・14
年度「公営住宅等整備効率化調査（うち居住水準の達成方策の検討）」、平成15年度「公営住宅等整備効率化調査（うち新たな居住
水準等目標に関する基礎的検討）」を受託するとともに、平成16年度の「住宅ストックの実態を踏まえた政策目標の策定及び実現等
に関する基礎的調査」では、新たな政策目標のあり方に関する検討を行うとともに、アウトカム指標候補のストック値、フォロー値
の把握方法や各指標に目標値を設定した際のフォローアップ手法の検討を行い、良好な成果を収めている。
　当該財団は、上記のように、住宅に関する長期計画の策定等に係る調査に加え、居住水準や住宅に関する指標の検討等に関して、
特に独自の専門的業務分野を擁しており、本調査を行うのに必要かつ充分なノウハウ及び専門知識を有しているものである。
　以上により、現在、本調査を実施するのに相応しい事業内容、実績及び専門知識を総合的に有する法人は他に無く、また、守秘義
務や効率性という観点からも実績のある（財）ハウジングアンドコミュニティ財団に本調査を実施させるものである。

問題があるもの
18年度以降において当該
事務・事業の委託等を行
わないものとしたもの



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

901 （独）都市再生機構
平成１７年度住宅建設事業調査（全国
都市再生に資する安全・安心居住環境
整備関連資料収集調査）

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月1日 5,000,000

本調査は、居住安定確保の観点から全国の都市再生に資する取り組みについて実態を把握し、その課題を整理することにより、全国
都市再生に資する安全・安心な居住環境を整備するための事業手法のあり方を構築を図るための調査を実施するものである。
  このため、検討に当たっては、全国の都市再生に係る居住安定確保のための事業手法に関する豊富な知識と経験及び、行政機関、
まちづくり活動団体など民間主体の取り組みについて精通していることが必要である。
  「独立行政法人都市再生機構」は、都市再生のプロデューサーとして構想企画、諸条件整備等のコーディネート業務やパートナー
としての事業参画を通じ、民間による都市再生を推進するとともに、地方公共団体との連携により全国都市再生の推進を図ることを
業務としており、様々な事業に対する豊富な知識と経験を有し、行政機関や、まちづくり活動団体などの民間主体の取り組みについ
て精通している法人である。
  また、この分野に精通した人材を有し、本調査を実施するのに十分な経験があるとともに、調査遂行にあたっては、各地の支社を
通じて 新の情報が入手可能であるだけでなく、効率的かつ円滑な調査の実施が可能であり、このような事業内容をもつ法人は他に
存在しない。
　以上の理由により、独立行政法人都市再生機構と随意契約するものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行し
たもの

902
（財）国土技術研究セン
ター

全国都市再生モデル調査（足立区）公
的賃貸住宅団賃建替に伴う居住者構成
適正化方策の確立

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月6日 6,209,000

本調査は「公的賃貸住宅団地建替に伴う居住者構成適正化方策の確立」をテーマとし、コミュニティーバランスの適正化、地域の活
力再生のために、公的賃貸住宅団地の建替余剰地及び除去予定住棟の有効活用方策の検討を行うものである。
　本調査においては、老朽住宅団地の建替えに関する広範な事例や資料の収集、現行の公的賃貸住宅制度の整理を行った上で、既存
の公的賃貸住宅及びその土地の活用のあり方についてハード、ソフト両面からの総合的な分析・検討を行うことになる。このため本
調査の実施にあたっては、各種制度等について高度な専門知識を有していることが必要不可欠である。
　（財）国土義出研究センターは、国と社会が要請する新しい建設技術に関する研究開発を総合的、かつ効果的に行うとともに、新
しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術水準の向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与することを目的に設立され
た公益法人である。同センターは、官公庁、大学、民間企業などとともに、広く道路、河川、住宅・建築及び都市の計画及び技術開
発に関しても調査研究、情報収集及び提供等を行っており、公的賃貸住宅に関しても数多くの研究実績と関係諸制度や
事業の実態等に精通した人材を有している。国土交通省の調査・研究実績も多く、各種事業制度の検討のほか、全国各地の地方公共
団体の公的賃貸住宅ストックの有効活用、老朽団地の建替えに関する調査等についても豊富な実績を有している。全国都市再生モデ
ル調査についても、調査当初から受託し、精通しており、かつ、関連情報の十分な蓄積がある。
　このように、本調査を実施するに十分な経験と事業内容を持つ法人は他に存在しないため、（財）国土技術研究センターと随意契
約するものである。

見直しの余
地があるもの

一般競争等に移行
することとしたも
の

903
（社）再開発コーディ
ネーター協会

全国都市再生モデル調査「都市機能の
有する施設、機能、特性を活かした市
街地活性化検討調査（小田原市等４地
区）」

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月1日 24,836,000

平成１５年６月２６日に開催された第１０回都市再生本部会合において、「全国都市再生のための緊急措置」の幅広い展開に資する
ため、地域が自ら考え自ら行動する都市再生活動のモデル調査を実施することが決定されたところである。
平成１７年度全国都市再生モデル調査「都市機能の有する施設、機能、特性等を活かした市街地活性化検討調査」は、このような取
り組みの一環として、小田原市等４地区を対象として、地方公共団体・市民・事業者・まちづくりの専門家等の連携した取り組みに
より、地域の特性を活かしつつ、市街地の整備・再活性化を図るためのいくつかのモデルを提示し、それらを活用して再開発事業を
始めとするまちづくり事業推進のための検討を目的として行われるものである。
本業務の実施においては、「地方が自ら考え、自ら行動する」という主旨から、地方公共団体・市民・事業者・まちづくりの専門家
等が連携して取り組む先導的な試行を推進・支援するため、まちづくり事業に精通し、まちづくり等の調査業務に係る経験・知識・
ノウハウ等の豊富な蓄積を有するとともに、まちづくりの現場において事業に直接携わる専門家による支援体制が整っていることが
必要不可欠である。
　社団法人再開発コーディネーター協会は、「市街地の再開発の円滑かつ広範な促進のための再開発コーディネーター業務の健全な
発展を図るため、再開発技術向上のための調査研究等を行うこと」を目的としており、まちづくりに直接携わる再開発等の専門家
（再開発コーディネーター）が中心的な構成員である。本業務にあたっては、まちづくり事業に精通し、まちづくりの専門家による
支援体制が整っていることが求められており、同法人が有するまちづくり事業に対する高度な知識、経験や構成員（まちづくりの専
門家）相互のネットワークが極めて有効かつ必要不可欠である。近年においても「文化創造のまちづくり調査」（平成１６年度）な
ど、地方公共団体・市民・事業者・まちづくりの専門家等が連携して行うまちの整備・活性化に関する先進的な取り組みなどに係る
調査・研究についても高い成果をあげており、契約相手として同法人をおいて他にはない。
以上のように、同法人が本業務を遂行しうる唯一の調査機関であることから、社団法人再開発コーディネーター協会と随意契約する
ものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）

904 （財）ベターリビング
平成１７年度住宅建設事業調査（地域
の実情に応じた安全・安心居住環境整
備手法検討調査）

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月1日 29,192,000

本調査は、地域における居住安定施策事例の体系的整理を行うとともに、地域の実情に応じた居住安定のための事業手法に関する検
討を行うことにより、安全・安心な居住環境整備の促進を図るための調査を実施するものである。
  このため、検討に当たっては、公営住宅等整備、ストック活用など居住安定確保のための各種事業手法に関する豊富な知識と経験
及び、住宅マスタープランをはじめとする地域の住宅政策に係る取り組みについて精通していることが必要である。
  財団法人ベターリビングは、「平成３年度公営住宅等再生マスタープラン策定業務」、「公営住宅等地域実態調査（昭和63年～平
成元年、公営住宅技術開発会議）」、「公共住宅整備効率化調査（公営住宅における既存住宅ストックの活用方策に関する調査（平
成11年度、建設省）」、「住宅・市街地と保育所の連携整備推進のための住宅と福祉の連携方策検討調査（平成８年度、建設
省）」、「密集市街地における共同化等の促進のための実態調査（平成11年～平成12年、都市基盤整備公団）」等実施している他、
公営住宅等の事業主体である地方公共団体によって組織される公共住宅建設事業者等連絡協議会の事務局や「住宅ストック形成・有
効活用システム」提案募集（平成12年、建設省主催）の事務局を努めるなど、幅広い識見及び豊富な調査経験を有し、また、住宅マ
スタープランの策定に係る業務を受託するなど、地方公共団体における住宅政策の実態、実施にも精通している。
  このように、地方公共団体における公営住宅等の制度、事業の実態、実施にも精通しており、また、地域の住宅政策に関する幅広
い知識と本調査に関連する調査について豊富な経験を有する法人は他にはない。
　以上の理由により、財団法人ベターリビングと随意契約するものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

905
（財）国土技術研究セン
ター

地域の歴史、文化等の特性を活かした
景観形成検討調査（角館町等２地区）

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月1日 12,417,300

平成１５年６月２６日に開催された第１０回都市再生本部会合において、「全国都市再生のための緊急措置」の幅広い展開に資する
ため、地域が自ら考え自ら行動する都市再生活動のモデル調査を実施することが決定されたところである。
この調査の実施にあたっては、地域の創意工夫を重視し、全国のモデルとなりうる先導的な取り組みを掘り起こすこととされてい
る。
本調査は、取り組む実践的な試みや構想づくりをとおして、地域特有の建築様式等を活用した景観形成まちづくりの試行を行うこと
により、今後の地方都市の活力再生のための知見を得ることを目的とする。
(財)国土技術研究センターは、国と社会が要請する新しい建設技術に関する研究開発を総合的、かつ効果的に行うとともに、新しい
建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術水準の向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与することを目的に設立
された公益法人である。同センターは、官公庁、大学、民間企業などとともに、広く住宅・建築及び都市の計画に関して調査研究、
情報収集及び提供等を行っており、住宅市街地整備の分野でも数多くの研究実績と関係諸制度や事業の実態等に精通した人
材を有している。国土交通省内での調査・研究実績も多く、各種事業制度の検討のほか、近年は全国各地の地方公共団体の住宅マス
タープラン作成調査、歩いて暮らせる街づくりに関する検討調査等についても豊富な実績を有している。全国都市再生モデル調査に
ついても、調査当初から受託し、精通しており、かつ、関連情報の十分な蓄積がある。
このように本調査を実施するに十分な経験と事業内容を持つ法人は他に存在しないため、
(財)国土技術研究センターと随意契約するものである。

見直しの余
地があるもの

一般競争等に移行
することとしたも
の

公募手続
きを導入

906
（財）国土技術研究セン
ター

地域課題に対応した住宅供給システム
検討調査（京都府京都市等４地区）

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月1日 24,835,965

平成１５年６月２６日に開催された第１０回都市再生本部会合において、「全国都市再生のための緊急措置」の幅広い展開に資する
ため、地域が自ら考え自ら行動する都市再生活動のモデル調査を実施することが決定されたところである。この調査は地域の創意工
夫を重視し、全国のモデルとなりうる先導的な取り組みを全国的に掘り起こしつつ行うこととされている。平成１７年度全国都市再
生モデル調査「地域課題に対応した住宅供給システム検討調査」は、このような取り組みの一環として、「循環型地域経済に貢献す
る「京都こだわり住宅」のモデル構築に向けた実践的取り組み（京都市）」、「間伐材の有効利用をはじめとした木材と建材のﾛｼﾞｽ
ﾃｨｸｽ改革及びIT高度利用住宅生産の連携による地産地消のまちづくり（香川県）」等の４つの地域課題に対応した住宅供給システム
の構築に関する調査・検討をおこない、同様の課題を抱える地域の経済の活性化、居住の安定に資するいくつかのモデルを提示する
ことを目的として行われるものである。本業務は、住宅生産に精通しているだけでなく、地域が抱える様々な課題に対応できる幅広
い経験・知識・ノウハウ等の蓄積を有していることが必要不可欠である。　財団法人国土技術研究センターは、建設技術に関する調
査研究を総合的に取り組んでいる調査研究機関であり、住宅生産分野においても、「都市における京町家等伝統的工法による建築物
再生検討にかかる計画手法調査」（平成１４年度）や「木材･建築ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ改革及びIT高度利用住宅生産の連携による広島県産材を初
めとする国産材利用の促進と地産地消のまちづくりの調査」（平成１６年度）など、幅広い研究実績があり、過去の実績を勘案する
と本業務を も効率的に遂行しうる調査機関であることか
ら、同センターに本業務を行わせるものである。

見直しの余
地があるもの

一般競争等に移行
することとしたも
の

907
（財）国土技術研究セン
ター

地域特有の建築様式等を活用した景観
形成検討調査（群馬県等５地区）

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月1日 31,044,300

平成１５年６月２６日に開催された第１０回都市再生本部会合において、「全国都市再生のための緊急措置」の幅広い展開に資する
ため、地域が自ら考え自ら行動する都市再生活動のモデル調査を実施することが決定されたところである。
この調査の実施にあたっては、地域の創意工夫を重視し、全国のモデルとなりうる先導的な取り組みを掘り起こすこととされてい
る。本調査は、取り組む実践的な試みや構想づくりをとおして、地域特有の建築様式等を活用した景観形成まちづくりの試行を行う
ことにより、今後の地方都市の活力再生のための知見を得ることを目的とする。(財)国土技術研究センターは、国と社会が要請する
新しい建設技術に関する研究開発を総合的、かつ効果的に行うとともに、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術
水準の向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与することを目的に設立された公益法人である。同センターは、官公庁、大学、民間
企業などとともに、広く住宅・建築及び都市の計画に関して調査研究、情報収集及び提供等を行っており、住宅市街地整備の分野で
も数多くの研究実績と関係諸制度や事業の実態等に精通した人材を有している。国土交通省内での調査・研究実績も多く、各種事業
制度の検討のほか、近年は全国各地の地方公共団体の住宅マスタープラン作成調査、歩いて暮らせる街づくりに関する検討調査等に
ついても豊富な実績を有している。全国都市再生モデル調査についても、調査当初から受託し、精通しており、かつ、関連情報の十
分な蓄積がある。このように本調査を実施するに十分な経験と事業内容を持つ法人は他に存在しないため、
(財)国土技術研究センターと随意契約するものである。

見直しの余
地があるもの

一般競争等に移行
することとしたも
の

908
（社）全国市街地再開発
協会

中心市街地の活力維持に資する市街地
整備方策検討調査

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月1日 23,000,000

本調査は、地方都市の中心市街地における、街なか居住指向の強い高齢者ニーズを踏まえたまちづくりのあり方及び空洞化したビル
の原因究明・再生方策といった従来にはない観点を取り入れた市街地整備事業モデルの構築や、新たな実施主体及び支援制度の活用
による事業推進方策の検討の一環として、地方都市等の中心市街地におけるキーテナントが撤退をしたままの空きビルの再生方策等
について調査を実施し、地域の経済社会状況に見合った中心市街地の活力維持を図るものである。  本調査を円滑に行うためには、
地方公共団体とのネットワークや地方都市等の中心市街地における様々な市街地整備事業等の幅広い分野における高度な知識・ノウ
ハウが必要である。 社団法人全国市街地再開発協会は、「市街地の再開発、住宅地区の環境整備、密集市街地の整備、マンションの
建替えの円滑化、中心市街地等における居住機能の増進等に関する総合的な調査研究及び事業の推進を図ることにより、公共の福祉
の増進に寄与すること」を目的とした公益法人であり、市街地再開発事業を始めとする様々な市街地整備事業や地方都市の中心市街
地における街なか居住の推進に資する事業に係る豊富な知識・経験を有しているとともに、地方公共団体や各種まちづくり主体に対
する事業支援に精通している。また、近年においても「都市中心部における円滑な市街地再開発事業の実施方策検討調査」（平成１
５年度）、「まちづくり専門家データベースの作成」、「街なか居住と高齢者対応の市街地環境再生調査」（平成１６年度）など、
様々な市街地整備事業のあり方や街なか居住の推進、地方公共団体等に対する事業支援手法に係わる調査や研究を行い、高い成果を
上げており、本調査に係る契約相手としては、同法人をおいて他にはない。  以上の理由により、社団法人全国市街地再開発協会と
随意契約するものである。

問題があるもの
18年度以降において当該
事務・事業の委託等を行
わないものとしたもの



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日
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（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

909 （財）日本建築センター

中心市街地の活力維持に資する市街地
整備方策検討調査（歴史的な既存ス
トックを活用した中心市街地の活性
化・活力維持に関する調査）

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月6日 5,352,000

本調査は、地域の経済社会状況に見合った中心市街地の活力維持に資する事業推進方策の検討の一環として、全国の歴史的な都市の
中心市街地に多数存在する、住民に親しまれ、都市としてのアイデンティティを語る歴史的な既存ストックの安全性の確保と再生・
活用のための手法を検討し、中心市街地の魅力を高めて活性化・活力維持を図るものである。このため本業務の実施には、建築に関
する幅広い知識や情報、ノウハウの蓄積、まちづくり手法等に関する専門性が必要となる。財団法人日本建築センターは、建築物の
企画、設計、工法及び需要並びに市街地環境の整備等広く建築に関係する調査研究、技術開発、建築物の品質・性能・安全性の確
保、環境保全、情報の交流普及等を推進することにより、健全な建築活動の発展を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的と
する法人である。これまでにも、同法人は、「都市における京町家等伝統的工法による建築物再生・活性化方策にかかる調査業務」
（平成14年度）、「市街地環境をめぐる施策・情報に関する収集・整理業務」（平成16年度）、「街並みデザイン調査検討業務」
（平成16年）など、建築活動の適切な誘導及び市街地環境整備手法に関する様々な調査を行い、高い成果をあげているところであ
る。従って、本調査において必要とする建築に関する幅広い知識や情報、ノウハウの蓄積、まちづくり手
法等に関する専門性を有する唯一の団体であり、本調査に係る契約相手としては、同法人をおいて他にはない。  以上の理由によ
り、財団法人日本建築センターと随意契約するものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行し
たもの

910
（社）全国市街地再開発
協会

全国都市再生モデル調査「中心市街地
再生のための街なか居住促進等検討調
査（青森市等８地区）」

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月1日 49,672,000

平成１５年６月２６日に開催された第１０回都市再生本部会合において、「全国都市再生のための緊急措置」の幅広い展開に資する
ため、地域が自ら考え自ら行動する都市再生活動のモデル調査を実施することが決定されたところである。平成１７年度全国都市再
生モデル調査「中心市街地再生のための街なか居住促進等検討調査」は、このような取り組みの一環として、青森市等８地区を対象
として、中心市街地再生のため、居住者のニーズや地権者の状況、地域の課題、施策の連携等に注意しつつ、街なか居住の推進に資
するいくつかのモデルを提示し、街なか居住の促進に資する市街地整備手法を検討することを目的として行われるものである。本業
務の実施においては、市街地整備手法に精通しているだけでなく、「地方が自ら考え、自ら行動する」という主旨から、地方公共団
体等が取り組む先導的な試行を推進・支援するため、街なか居住の推進に資する市街地整備手法などのまちづくり等の調査業務に係
る経験・知識・ノウハウ等の豊富な蓄積を有し、支援体制が整っていることが必要不可欠である。社団法人全国市街地再開発協会
は、「市街地の再開発、住宅地区の環境整備、密集市街地の整備、マンションの建替えの円滑化、中心市街地等における居住機能の
増進等に関する総合的な調査研究及び事業の推進を図ることにより、公共の福祉の増進に寄与すること」を目的として設立された法
人であり、市街地再開発事業を始めとする様々な市街地整備事業や地方都市の中心市街地における街なか居住の推進に資する事業に
係る豊富な知識・経験を有している。また、同法人の正会員の約８割以上が地方公共団体であることから、地方都市等における実情
及び地方公共団体等に対する支援手法に精通し、支援体制が整っている。近年においても、「都市中心部における円滑な市街地再開
発事業の実施方策検討調査」（平成１５年度）、「街なか居住と高齢者対応の市街地環境再生調査」（平成１６年度）など、様々な
市街地整備事業のあり方や街なか居住の推進、地方公共団体等に対する事業支援手法に係わる調査や研究を行い、高い成果を上げて
おり、本調査に係る契約相手としては、同法人をおいて他にはない。以上のように、本法人が本業務を遂行しうる唯一の調査機関で
あることから、社団法人全国市街地再開発協会と随意契約するものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）

911 （財）日本建築センター 津波避難ビルの技術的検討に係る調査
山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月4日 12,780,000

本調査は、発生の緊迫性が指摘されている東海地震、東南海・南海地震等において想定される大規模な津波に対して、建築物を津波
避難ビルとして活用するために必要な耐津波診断手法の整理と改修方法及び指定促進のための調査検討を行うものである。迅速な契
約の遂行を図るため、本契約の遂行を図るため、本契約者の請負者には次の用件が必要である。
① 建築物の構造上の課題について知見を有すること
② 建築物の避難の用に供することについて知見を有すること
③ 津波対策について知見を有すること
（財）日本建築センターは、①建築技術研究所で常設の研究員により新しい構造技術等について研究を行っており、②指定性能評価
機関として、構造、避難安全検証等の評価を実施しており、平成１６年度には内閣府及び国土交通省においてとりまとめた、津波避
難ビルのガイドラインにおいて、（財）日本建築センターが津波避難ビルとして建築物を指定するために必要な要件の整理行ったと
ころである。　このように、（財）日本建築センターは、本調査を実施するのに必要な知識・経験及び実績を十分に備えており、ま
たこのような団体は他に存在しない。したがって、本調査の所要の目的を達成するため、本業務について同財団に当委託を行わせる
ものである。

問題があるもの
18年度以降において当該
事務・事業の委託等を行
わないものとしたもの

912
（社）再開発コーディ
ネーター協会

都市の特性を活かした市街地活性化検
討調査（鹿嶋市等２地区）

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年8月8日 12,417,300

平成１５年６月２６日に開催された第１０回都市再生本部会合において、「全国都市再生のための緊急措置」の幅広い展開に資する
ため、地域が自ら考え自ら行動する都市再生活動のモデル調査を実施することが決定されたところである。この調査は地域の創意工
夫を重視し、全国のモデルとなりうる先導的な取り組みを全国的に掘り起こしつつ行うこととされている。平成１７年度全国都市再
生モデル調査「都市の特性を活かした市街地活性化検討調査」は、このような取り組みの一環として、鹿嶋市等２地区を対象とし
て、地区の歴史、文化、地理等の特性を活かした市街地活性に向けたまちづくりの試行を行い、今後の地方都市における活力再生の
ための知見を得ることを目的として行われるものである。本業務の実施においては、歴史的資産や地域資源等を活かした良好な街並
みの整備・保全手法に精通しているだけでなく、「地方が自ら考え、自ら行動する」という主旨から、地方公共団体等が取り組む先
導的な試行を推進・支援するため、歴史的資産や地域資源等の活用による地域活性化や地域住民と連携したまちづくり等の調査業務
に係る経験・知識・ノウハウ等の豊富な蓄積を有し、支援体制が整っていることが必要不可欠である。　社団法人再開発コーディ
ネーター協会は、市街地の再開発の円滑かつ広範な促進のための再開発コーディネーター業務の健全な発展及び、再開発技術向上の
ための調査研究等を行うことを目的として設立された法人であり、再開発やまちづくりに関するコーディネート業務や文化や芸術を
テーマとしたまちづくりについての十分な実績も有している。また、本業務を進めるにあたり、地域特有の文化・芸術等の情報の掌
握が必要とされることから、全国の再開発の専門家の結集母体であり、市街地再開発事業等の実施に関する専門知識や経験等を有
し、かつ地域に根ざした再開発コーディネーター等の人材を多数有する当法人は、そのネットワークを活用し、地域に密着した調査
を行うことが可能であり、同様の機能を有する法人等は他にいない。以上のように、同法人が本業務を遂行し得る唯一の調査機関で
あることから、社団法人再開発コーディネーター協会と随意契約するものである

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行し
たもの
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913
（社）全国市街地再開発
協会

都市再生事業における街区レベルでの
環境性能向上方策検討調査（市街地再
開発事業）

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年1月10日 14,938,000

本調査は、市街地再開発事業等において、地権者の合意形成や事業採算性の確保を考慮しつつ環境に配慮した事業の促進手法等につ
いて検討し、市街地における街区レベルでの環境性能の向上のために行う市街地再開発事業の円滑な推進を図るものである。このた
め、本調査の実施にあたっては、市街地再開発事業における合意形成や事業採算性に関する知識・ノウハウはもとより、市街地再開
発事業における環境対策に関する幅広い見識が必要となる。 社団法人全国市街地再開発協会は、「市街地の再開発、住宅地区の環境
整備、密集市街地の整備、マンションの建替えの円滑化、中心市街地等における居住機能の増進等に関する総合的な調査研究及び事
業の推進を図ることにより、公共の福祉の増進に寄与すること」を目的とした公益法人であり、これまでも、「初動期における市街
地再開発事業の推進実態調査」（平成13年度）の実施、「権利調整マニュアル（案）」（平成12年度）の発行のほか、全国の地方公
共団体から数多くの市街地再開発事業の基本計画作成等に関する業務の受託を行っており、市街地再開発事業における地権者の合意
形成に関する豊富なデータを蓄積しているとともに、これに精通した人材を有している。
  また、同法人は、「市街地再開発事業の採算性及び建設費に関する実態調査」（平成９年度）、「建築物における環境影響評価等
に関する研究」（平成８年度）といった、市街地再開発事業における事業採算性や環境への影響の把握手法に関する調査研究を数多
く実施し、高い成果をあげている。  同法人は、このような人材・経験を有し、市街地再開発事業に関する諸データの蓄積、見識さ
らには研究体制を持つ唯一の団体であり、本調査に係る契約相手としては、同法人をおいて他にはない。以上の理由により、社団法
人全国市街地再開発協会と随意契約するものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）

914
（財）建築環境・省エネ
ルギー機構

都市再生事業における街区レベルでの
環境性能向上方策検討調査

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月8日 44,814,987

本業務は、街区レベルでの環境対策に対応した環境性能の評価手法を開発するものであり、このような調査検討の実施には、住宅・
建築物の環境負荷軽減に関する幅広い知見が必要である。  (財)建築環境・省エネルギー機構（理事長  村上　周三）は、住宅・建
築物に係る省エネルギー技術をはじめとした環境負荷軽減に関する技術の研究開発、指導および普及を行うことにより、建築物にお
けるエネルギーの有効利用その他環境保全の推進を図り、もって国民生活の安定と健全な発展に寄与することを目的としており、住
宅・建築物の省エネルギー対策に係る研究開発等の技術開発事業、環境共生住宅、建築物の断熱構造化等に関する技術等の広報普
及、および住宅・建築物の省エネルギー化に関する顕彰制度の実施、ホームページによる情報提供等の広報・普及事業等を推進して
いる。 また、当該財団は、これまでにも、産学官共同のコンソーシアム（日本サステナブルビルディングコンソーシアム）の事務局
として、建築物の総合的な環境性能評価手法（CASBEE）の開発・普及を推進してきた他、「ライフサイクルにおいて環境影響を低減
させる住宅・建築の設計指針検討」、「都市におけるヒートアイランド現象の緩和方策検討」、「建築物に係るヒートアイランド対
策検討」、「地球温暖化防止のための住宅分野における省エネルギー対策検討」等の調査検討業務を国土交通省より受託するなど、
住宅・建築物の環境性能評価手法の開発や、省エネルギー対策やヒートアイランド対策に係る技術の普及促進に資する調査業務を継
続的に実施し、良好な成果を収めているところである。 このように、国、地方公共団体、住宅生産関連業界等と連携しながら、住宅
を含む建築物の環境負荷軽減に関する調査研究を幅広く実施できる法人は他になく、当該財団に当役務を行わせることとする。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）

915
（財）都市農地活用支援
センター

特定優良賃貸住宅家賃と民間賃貸住宅
家賃の関係及び他の公共賃貸住宅への
移行状況に関する調査

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月20日 9,000,000

近年、特定優良賃貸住宅においては、空家が多発しており、現在その原因を追求しているところである。
当調査においては、その空家が多発する原因の一つと思われる特定優良賃貸住宅の契約家賃が適正に設定されているか等を調査する
ものである。特定優良賃貸住宅の契約家賃については、近傍同種の家賃とされており、近隣の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう
定められている。ついては、特定優良賃貸住宅とその近隣の民間賃貸住宅の契約家賃が均衡を失していないか、また、現在の民間賃
貸住宅家賃の増減と特定優良賃貸住宅家賃の増減の関係を把握し、その分析を行うことにより空家が多発する原因として契約家賃が
どのように関わってくるのか、関係しているのであればその改善策について検討を行う。また、一部の地域においては、一括借上方
式により供給される特定優良賃貸住宅に関し、事業者と借上主体との間で借上料をめぐるトラブルが生じている事例が見られるとこ
ろであり、このような事例についても把握・分析を行う。更に、近年の空家の増加に伴い、公的賃貸住宅の相互連携の推進の観点か
ら、特定優良賃貸住宅を他の公的賃貸住宅へ用途転換する事例もいくつかみられる。これについてもその現況と用途転換の可能性に
ついて調査分析を行う。（財）都市農地活用支援センターは、都市農地の計画的な利用による良好な住環境を有する住宅地の形成及
び優良な賃貸住宅建設等を促進するための調査研究、事業支援、居住環境の維持改善、普及啓発等を行い、良好な住宅地の形成を図
り、もって国民の住生活の向上に寄与することを目的に設立された公益法人である。
当センターは、官公庁、民間企業などとともに、都市農地の現況、活用手法、活用計画等に関する調査研究や、農地所有者、農業協
同組合等と都市再生機構、地方住宅供給公社等との共同事業による都市農地を計画的に利用・転換する事業の支援並びに居住者の利
便に供する施設の管理及び居住環境の維持改善に関する業務を行っており、また、市街化区域内農地の活用方策として特定優良賃貸
住宅を位置づけ、普及啓発を行っている等、住宅宅地事業に関する多くの研究の蓄積と人材を有している。賃貸住宅供給に関する調
査については、市街化区域内農地における良質な賃貸住宅供給に関する調査を行っており、本調査を実施するに十分な経験と事業内
容を持つ法人は他に存在しない。以上の理由により(財)都市農地活用支援センターと随意契約するものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）

916
（財）国土技術研究セン
ター

平成１７年度住宅建設事業調査（密集
市街地における早期の安全性確保の推
進方策検討調査）

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月20日 8,700,000

本調査は、「密集市街地における早期の安全性確保の推進方策検討調査」をテーマとし、密集市街地において、基盤整備事業が見込
まれるが整備の目途が立っていない地区や、まだ改善方策が確立されていない地区のうち、ある程度まとまった建替えや土地利用変
更が期待される地区において、基盤整備事業により住環境の改善を促進するために、その推進上の課題の把握、整理を行うものであ
る。
  密集市街地において基盤整備事業により住環境の改善を促進するための手法等を調査研究するためには、密集市街地に関連する広
範な事例や資料の収集、これまでの関連公共施設整備の事業実績や事業特性等を集約した総合的な分析・検討が必要であり、このた
め、本調査の実施に当たっては、各種事業制度、費用対効果分析及び事業実施の実務等について高度な専門知識を有していることが
不可欠である。
　（財）国土技術研究センターは、国と社会が要請する新しい建設技術に関する研究開発を総合的、かつ効果的に行うとともに、新
しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術水準の向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与することを目的に設立され
た公益法人である。当センターは、官公庁、大学、民間企業などとともに、広く道路、河川、住宅・建築及び都市の計画及び技術開
発に関しても調査研究、情報収集及び提供等を行っており、住宅宅地事業や道路等の公共施設の整備に関する数多くの研究の蓄積と
精通した人材を有している。国土交通省内での調査・研究実績も多く、「密集住宅市街地の解消と豊かな居住環境構築のための効果
的な整備手法検討調査」（平成１６年３月）など関連の研究調査を数多く行っており、本調査を実施するに十分な経験と事業内容を
持つ法人は他に存在しない。
　以上の理由により(財)国土技術研究センターと随意契約するものである。

見直しの余
地があるもの

一般競争等に移行
することとしたも
の

公募手続
きを導入
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917
（社）再開発コーディ
ネーター協会

民間建築投資誘導型の市街地整備事業
における政策評価手法の開発調査

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月1日 13,900,000

地方都市等の中心市街地活性化を図るためには、市街地再開発事業をはじめとした民間主体の市街地整備事業の推進が重要である。
  本業務は、地方都市等において地域の社会・経済状況等を勘案しつつ、持続性のある市街地整備事業の推進を目的として既存ス
トック活用・小規模連鎖型事業などの街並み型再開発事業モデルの検討、このような事業を支える民間主導のまちづくり活動の支援
方策等の調査・検討、目標設定・評価手法について検討するものである。
  そのため、本業務の実施に当たっては、市街地再開発事業等の市街地整備手法について精通しているだけでなく、市街地整備の現
場において、事業に直接携わる再開発コーディネーターが持つ市街地整備事業に係る高度な知識やノウハウが必要である。
  社団法人再開発コーディネーター協会は、「市街地の再開発の円滑かつ広範な促進のための再開発コーディネーター業務の健全な
発展を図るため、再開発技術向上のための調査研究等を行うこと」を目的として設立された法人であり、事業に直接携わる再開発等
の専門家（再開発コーディネーター）が中心的な構成員であり、再開発事業・制度について豊富な知識・経験を有しているほか、市
街地の整備・活性化に関する先進的な取り組みや現行制度の課題等に係る調査・研究についても高い成果をあげている。（「再開発
等中心市街地活性化の取組みについての事業の実施の検討調査」（平成１４年度）、「市街地再開発事業に係る目標、まちなか居住
に係る目標及び地方都市における市街地再開発事業の手法に関する調査」（平成１５年度）等）
  本業務にあたっては、本法人が有する高度な知識、経験や構成員相互のネットワークが極めて有効かつ必要不可欠であり、契約相
手として同法人をおいて他にはない。
  以上の理由により、社団法人再開発コーディネーター協会と随意契約するものである。

問題があるもの
18年度以降において当該
事務・事業の委託等を行
わないものとしたもの

918
（財）建築環境・省エネ
ルギー機構

エネルギー消費実態を踏まえた省エネ
リフォーム推進方策検討業務

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月15日 44,265,900

本業務は、住宅のエネルギー消費実態に関する基礎的なデータ整備及び要因分析、居住者のニーズを踏まえた省エネリフォームの断
熱効果の検証等を行うものであり、このような調査検討の実施には、住宅の省エネルギー対策の実態をはじめ、住宅・建築物の環境
負荷軽減に関する幅広い知見が必要である。  (財)建築環境・省エネルギー機構（理事長  村上　周三）は、住宅・建築物に係る省
エネルギー技術をはじめとした環境負荷軽減に関する技術の研究開発、指導および普及を行うことにより、建築物にお
けるエネルギーの有効利用その他環境保全の推進を図り、もって国民生活の安定と健全な発展に寄与することを目的としており、住
宅・建築物の省エネルギー対策に係る研究開発等の技術開発事業、環境共生住宅、建築物の断熱構造化等に関する技術等の広報普
及、および住宅・建築物の省エネルギー化に関する顕彰制度の実施、ホームページによる情報提供等の広報・普及事業等を推進して
いる。  また、当該財団は、これまでにも「中小建築・住宅生産者への環境マネジメントシステム導入方策の検討」、「ライフサイ
クルにおいて環境影響を低減させる住宅・建築の設計指針検討」、「地球温暖化防止のための住宅分野における省エネルギー対策検
討」等の調査検討業務を国土交通省より受託するなど、住宅・建築物の環境負荷軽減のための技術向上や、省エネルギー技術の普及
促進に資する調査業務を継続的に実施し、良好な成果を収めているところである。  このように、国、地方公共団体、住宅生産関連
業界等と連携しながら、住宅を含む建築物の環境負荷軽減に関する調査研究を幅広く実施できる法人は他になく、当該財団に当役務
を行わせることとする。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）

919
（社）全国市街地再開発
協会

まちづくり専門家データベースの運用
等

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月19日 5,460,000

個性豊かで活力に満ちたまちづくりは、地域の主体的・積極的な取り組みが前提であるが、ニーズや意欲があってもノウハウ等が不
足し、まちづくりの「 初の一歩」を踏み出せない地域も存在している。
  本業務は、昨年度、社団法人全国市街地再開発協会が全国的な視点から試行的に構築した「まちづくり専門家データベース」を
使って地方公共団体等が適切な専門家を検索・活用して、地域のニーズに対応した個性あるまちづくりを実現できるよう、データ
ベースの内容を活用方法を確立し、必要に応じてデータベースの改善を行い、今後のデータベースの管理運営体制を構築するもので
ある。  そのため、本業務の実施に当たっては、市街地再開発事業をはじめとするまちづくり事業について精通しているだけでな
く、地方公共団体による市街地再開発事業等まちづくり事業の推進を支援するための知識・ノウハウ、地域の立場から専門家に期待
する業務のあり方に関する知見等が不可欠である。  社団法人全国市街地再開発協会は、「市街地の再開発、住宅地区の環境整備、
密集市街地の整備、マンションの建替えの円滑化、中心市街地等における居住機能の増進等に関する総合的な調査研究及び事業の推
進を図ることにより、公共の福祉の増進に寄与すること」を目的とした社団法人であり、市街地再開発事業をはじめとする様々なま
ちづくり事業・手法に係る豊富な知識・経験を有しているとともに地方公共団体や各種まちづくり主体が求める業務内容やこれらに
対する事業支援に精通している。また、近年においても「市街地再開発事業の税収効果に係る調査及びマニュアル作成」（平成１５
年度）など、地域の状況に見合ったまちづくりや様々な主体によるまちづくりへの取り組みのあり方に係わる調
査や研究を行い、高い成果をあげている他、平成１６年度には本業務の前提となる「まちづくり専門家データベースの作成」を行っ
ており、本業務にかかる契約相手としては、同法人をおいて他にはない。  以上の理由により、社団法人全国市街地再開発協会と随
意契約するものである。

問題があるもの
18年度以降において当該
事務・事業の委託等を行
わないものとしたもの

920
（社）高層住宅管理業協
会

マンション管理における防災対策検討
業務

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月7日 3,951,003

本業務は、マンションについて、防災対策として管理組合が行うべき事項、管理組合として区分所有者及び居住者に周知すべき事
項、それぞれの解説及び条件並びに先進の事例を「マンション防災マニュアル案」としてとりまとめるものである。このため、本業
務の実施に当たっては、防災対策を含むマンション管理に関する広範な専門的知識及び実務経験並びに本業務を確実に実施できる高
度な能力等が必要とされる。社団法人高層住宅管理業協会は、高層住宅の管理事業を営む法人等である会員の相互協力により、マン
ションの管理システム、管理技術等に関する調査研究を行い、管理業務の適正化のための諸方策を推進するとともに、マンションの
保全に関する診断能力の研究・開発及び診断員の育成を図り、調査診断等を実施することにより、マンションにおける良好な居住環
境と快適な共同生活を確保し、もって国民生活の向上と社会福祉の増進に寄与することを目的として設立された社団法人であり、こ
れまでの数多くの調査研究業務及び苦情解決業務等を通じて、マンション管理に関する専門的知識及び実務経験が豊富であり、本業
務を確実に実施できる能力を十分に有している。また、同協会は、その調査研究業務の一つとして、平成１１年に管理組合向け震災
対策マニュアルを作成しており、マンションの防災対策に関する知見も豊富である。以上のように、同協会は、防災対策を含むマン
ション管理に関する広範な専門的知識及び実務経験並びに本業務を確実に実施できる十分な能力等を有しており、他に同等の能力を
有する者は見あたらないことから、同協会に本業務を請け負わせるものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行し
たもの
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921
（財）建築技術教育普及
センター

一級建築士登録業務に係るデータベー
ス電算処理業務

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年4月1日 7,350,000

本業務は、現在各地方整備局等で行っている一級建築士登録事務を実施するにあたって使用している一級建築士登録データベースを
新規又は変更した内容を反映し登録者のデータの更新を行うものである。本業務で取り扱う情報は、一級建築士個人の生年月日、現
住所、本籍地、勤務地等であり、これらの情報は個人情報の保護のため、秘密保持を厳重に行う必要がある。また、免許証の作成、
登録台帳への記録等の業務は、正確さ及び迅速さが強く要求されるものである。 （財）建築技術教育普及センターは、これまで本業
務のプログラム開発を行ってきており、当該業務の正確かつ迅速な執行のための手法、秘密保持の重要性について十分認識している
等、信頼性が高い業者である。一方、建築技術教育普及センター以外の業者に登録業務を実施させることは、本業務のプログラムを
変更させるために、費用がかさむばかりではなく、情報の漏洩の危険性が高くなる。以上の理由により、本業務については（財）建
築技術教育普及センターと随意契約を行うものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）

公募手続
きを導入

922
（財）日本住宅・木材技
術センター

環境にやさしい木造住宅の性能検証業
務

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年7月4日 21,378,000

京都議定書の発効等をうけ、住宅・建築物について省エネルギー化等の環境対策の推進がもとめられている中、木造住宅は、材料製
造時の二酸化炭素排出量が少なく、住宅中に炭素を貯蔵するなどの性質を有していると言われており、その整備を推進していくため
には環境性能上の利点をより明確にし、構造性能等のデータを整備するなど建設しやすい環境を整える必要がある。本業務では、自
然素材を多用し、自然エネルギーを活用した伝統的な木造住宅の環境性能を明らかにし、開口部等の耐力要素のデー
タ整備を行うものである。（財）日本住宅・木材技術センター（理事長：岡　勝男）は、木材の利用促進、木造住宅の振興に関わる
技術開発、試験、調査、普及活動等を主な事業とする公益法人であり、これまでも、国土交通省から委託した「民家等再生調査業
務」(平成14年度）や「木造公共賃貸住宅の効率的整備方策検討業務」(平成13年度)等をはじめ、林野庁、都道府県及び民間企業等か
らの委託による、木造住宅の工法等に関する各種の調査・研究を行ってきており、本業務において必要不可欠な木造住宅の構法や建
材の性能検証等に関する調査・研究の実施体制を有している。このような実績に鑑みてみれば（財）日本住宅・木材技術センターが
本業務を実施できる唯一の団体である。

見直の余地あり

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）

923 （財）日本建築防災協会
既存建築物の長期活用に係る実態調査
の検討調査

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月5日 15,015,000

本契約は、既存建築物の長期活用のためには、高齢者・身体障害者等が円滑に利用できることや、地震や火災に対する安全性などの
機能の確保が必要である。　このため、今国会において成立した「建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築
基準法等の一部を改正する法律案」により、既存建築物に係る基準の合理化等を図っているほか、耐震改修促進法、ハートビル法等
により改修・改善の推進を図っているところである。建築物における耐震性の確保や高齢者・身体障害者の円滑な利用などの状況に
ついては、専門的知識を有する者でなければ把握できないこと等から、実態の十分な把握がなされていないところであり、本調査
は、これらの状況を把握することを目的として行うものである。本契約は、そのために必要となる、
　①調査票の作成
　②サンプリング（調査対象の確定）の実施
　③調査票の回収、統計実施、公表
　を行うこととするものである。
（財）日本建築防災協会は、既存建築物に係る定期調査業務基準の作成及び建築構造並びに非構造部材に係る耐震診断基準、耐震改
修指針の策定等建築物の防災に係る各種の取りまとめをこれまで行なっており、①調査票の作成、②サンプリング（調査対象の確
定）の実施、③調査票の回収、統計実施、公表のあり方の検討を踏まえ、課題の整理を適格に行うことができると期待される。この
ように、（財）日本建築防災協会は、本調査を実施するのに必要な知識・経験及び実績を十分に備えており、また、このような法人
は他に存在しない。したがって、本調査の所用の目的を達するため、本業務について同協会に当役務を行わせるものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行し
たもの

924
（財）日本住宅・木材技
術センター

建築発生木材のリユース促進検討業務
山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年7月4日 4,981,200

住宅の解体時に発生する木材のうち再利用可能なものは、住宅の新築や増改築の建材としてごく普通に利用されてきたが、現在で
は、古民家の再生等、特殊な取組において利用されるのみであり、多くは産業廃棄物として処分されている。本業務は、この様な建
設発生木材の再資源化を促進するための流通上の問題点や技術的課題について調査検討をおこない、普及方策の検討を実施するもの
である。　（財）日本住宅・木材技術センター（理事長：岡　勝男）は、木材の利用促進、木造住宅の振興に関わる技術開発、試
験、調査、普及活動等を主な業務とする公益法人であり、これまでも、国土交通省から委託した「民家等再生調査業務」(平成14年
度）や「木造公共賃貸住宅の効率的整備方策検討業務」(平成13年度)等をはじめ、林野庁、都道府県及び民間企業等からの委託によ
る木造住宅の構法・建材等に関する各種調査・研究を行ってきており、本業務において必要不可欠な建築発生木材の品質や住宅建材
として使用した場合の問題点等に関する調査・研究の実施体制を有している。このような実績に鑑みてみれば（財）日本住宅・木材
技術センターが本業務を実施できる唯一の団体である。

見直の余地あり

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）

925
（財）建築行政情報化セ
ンター

建築関係手続きのオンライン化に係る
システム保守

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年4月1日 27,014,190

本役務は、建築基準法の建築部材の認定等に係る申請・審査分野において、申請者の負担軽減、事務処理の迅速化等に寄与するため
の申請のオンラインシステム、申請図書の審査の一部を自動的に行う審査支援システム、基準に適合する認定部材等に関するデータ
ベースに係る保守を行うものである。　この業務を確実に遂行するためには、建築基準法の認定等の手続の実態及びソフトウェア・
ハードウェア等についての高度な知識と経験を有していることが要求される。　（財）建築行政情報化センターは、建築行政の高度
情報化に関する調査研究、建築確認支援システムに関する普及事業及び建築活動の円滑な実施を行うことを目的として設立された公
益法人であり、内部に専任スタッフを置いて建築確認等の建築行政の情報化に関する調査・ソフトウェア開発を継続的に進めてい
る。また、これまでにも「既存建築物対策に資する情報の整備方策の調査検討」（H5～6）、「確認申請図書の標準化、電子化推進方
策の調査検討」（H7）、「建築行政高度情報化推進調査」（H10～H11）、「建築申請手続の電子化のための高度情報システムの研究
開発業務」(H12～H14)等、国土交通省、都道府県等より建築行政の情報化等に関する調査研究及び技術開発を受託、実施し、良好な
成果を収めている。　このように、同センターは、本役務を受託するのに必要な知識と経験を十分に有しており、また、このような
法人は他に存在しない。したがって、同センターに本役務を行わせるものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）
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926
（財）建築行政情報化セ
ンター

建築関係手続きのオンライン化の推進
に係る調査検討

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成18年2月7日 6,687,450

本役務は、建築基準法の建築部材の認定等に係る申請・審査分野において、申請者の負担軽減、事務処理の迅速化等に寄与するた
め、申請のオンライン化、申請図書の審査の一部を自動的に行う審査支援システムの開発、基準に適合する認定部材等に関するデー
タベースの構築に係る研究開発を行うものである。
　この業務を確実に遂行するためには、建築基準法の認定等の手続の実態及びソフトウェア・ハードウェア等についての高度な知識
と経験を有していることが要求される。
　（財）建築行政情報化センターは、建築行政の高度情報化に関する調査研究、建築確認支援システムに関する普及事業及び建築活
動の円滑な実施を行うことを目的として設立された公益法人であり、内部に専任スタッフを置いて建築確認等の建築行政の情報化に
関する調査・ソフトウェア開発を継続的に進めている。また、これまでにも「既存建築物対策に資する情報の整備方策の調査検討」
（H5～6）、「確認申請図書の標準化、電子化推進方策の調査検討」（H7）、「建築行政高度情報化推進調査」（H10～H11）、「建築
申請手続の電子化のための高度情報システムの研究開発業務」(H12～H14)等、国土交通省、都道府県等より建築行政の情報化等に関
する調査研究及び技術開発を受託、実施し、良好な成果を収めている。
　このように、同センターは、本役務を受託するのに必要な知識と経験を十分に有しており、また、このような法人は他に存在しな
い。したがって、同センターに本役務を行わせるものである。

問題があるもの
18年度以降において当該
事務・事業の委託等を行
わないものとしたもの

927 （財）日本建築防災協会
建築物における救急救助活動への支障
に係る検討調査

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月5日 8,914,500

本契約は、建築物の高層化・複雑化や所有者等の防犯意識の向上から、救急救助活動が困難になっている建築物が増えてきている。
そのため、救急救助活動が困難な事例を把握し、それを踏まえた、救急救助活動にも配慮した設計ガイドラインの作成を行うことと
する。本契約は、そのために必要となる、　①救急救助活動が困難な事例の把握②設計ガイドラインの検討　を行うこととするもの
である。（財）日本建築防災協会は、既存建築物に係る定期調査業務基準の作成及び建築構造並びに非構造部材に係る耐震診断基
準、耐震改修指針の策定等建築物の防災に係る各種の取りまとめをこれまで行なっており、　①救急救助活動が困難な事例の把握、
②設計ガイドラインの検討についての課題の整理を適格に行うことができると期待される。このように、（財）日本建築防災協会
は、本調査を実施するのに必要な知識・経験及び実績を十分に備えており、また、このような法人は他に存在しない。したがって、
本調査の所用の目的を達するため、本業務について同協会に当役務を行わせるものである。

問題があるもの
18年度以降において当該
事務・事業の委託等を行
わないものとしたもの

928
（財）建築環境・省エネ
ルギー機構

建築物に係るヒートアイランド対策検
討業務

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月3日 17,920,350

本業務は、建築物に係るヒートアイランド対策の推進のため、ヒートアイランド対策実施事例を収集するとともに、建築物の仕上げ
（色、材質等）、形状の工夫、緑化等の建築物における総合的なヒートアイランド対策の効果の検証、ヒートアイランド対策設計・
施工マニュアルの作成を行い、建築物における具体的なヒートアイランド対策を推進するものであり、このような調査検討の実施に
は、ヒートアイランド現象及びその対策をはじめ、住宅・建築物分野での環境負荷軽減に関する幅広い知見が必要である。  (財)建
築環境・省エネルギー機構（理事長  村上　周三）は、住宅・建築物に係る省エネルギーをはじめとした環境負荷軽減に関する技術
の研究開発、指導および普及を行うことにより、建築物におけるエネルギーの有効利用その他環境保全の推進を図り、もって国民生
活の安定と健全な発展に寄与することを目的としており、住宅・建築物の省エネルギー対策に係る研究開発等の技術開発事業、環境
共生住宅、建築物の断熱構造化等に関する技術等の広報普及、および住宅・建築物の省エネルギー化に関する顕彰制度の実施、ホー
ムページによる情報提供等の広報・普及事業等を推進している。  また、当該財団は、これまでにも「中小建築・住宅生産者への環
境マネジメントシステム導入方策の検討」、「ライフサイクルにおいて環境影響を低減させる住宅・建築の設計指針検討」、「都市
におけるヒートアイランド現象の緩和方策検討」、「建築物に係るヒートアイランド対策検討」等の調査検討業務を国土交通省より
受託するなど、住宅・建築物の環境負荷軽減のための技術向上や、ヒートアイランド対策の検討に関する調査業務を継続的に実施
し、良好な成果を収めているところである。  このように、国、地方公共団体、住宅生産関連業界等と連携しながら、住宅を含む建
築物の環境負荷軽減に関する調査研究を幅広く実施できる法人は他になく、当該財団に当役務を行わせることとする。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）

929 （財）日本建築防災協会
建築物の事故情報に係る収集・公表・
活用方策の検討調査

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年7月4日 7,822,500

本契約は、自動式の回転ドアが設置された建築物など、建築物の所有者が十分な注意をし、また、利用者が危険性や使い方を認識し
ていないと大きな事故が発生する可能性のある建築物がでてきており、その対策のために事故情報収集・公表体制の整備、利用者や
所有者等に対する危険情報の周知の実施が重要な課題となっている。そのために必要となる、①建築物に係る事故情報の収集・公表
方法の検討
　②利用者や所有者等に対する危険情報の周知のあり方の検討
　を行うこととするものである。
（財）日本建築防災協会は、既存建築物に係る定期調査業務基準の作成及び建築構造並びに非構造部材に係る耐震診断基準、耐震改
修指針の策定等建築物の防災に係る各種の取りまとめをこれまで行なっており、①建築物に係る事故情報の収集・公表方法の検討、
②所有者や利用者等に対する的確な危険情報の周知のあり方の検討を踏まえ、③危険情報の周知の方法・主体・内容に係る検討・ガ
イドラインの作成についての課題の整理を適格に行うことができると期待される。このように、（財）日本建築防災協会は、本調査
を実施するのに必要な知識・経験及び実績を十分に備えており、また、このような法人は他に存在しない。したがって、本調査の所
用の目的を達するため、本業務について同協会に当役務を行わせるものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行し
たもの

930
（財）建築技術教育普及
センター

国際化に対応した建築設計資格制度の
あり方検討調査

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月16日 7,957,950

本業務は、建築設計資格者が国際的な活動を行う際のコストを低減し、国際競争力の向上につながるための建築設計資格制度の国際
対応を図るにあたって、我が国の建築設計資格制度の国際化対応を戦略的に進めるため、相互認証等の導入等に向けた課題の整理及
び各国との相互認証に向けた対応方針の検討を行うものである。そこで本業務の遂行にあたっては、国内外の建築士制度、相互認証
について精通していることが必要であり、これに関する広範にわたる知識と情報が要求される。　財団法人建築技術教育普及セン
ターは、建築設計・工事監理業務に係わる建築技術者の啓発及び資質の向上並びにこれらに係わる調査研究を行うことを目的として
いる。建築士法に基づく中央指定試験機関であり、かつ当該センター内に建築技術者教育研究所を設け、建築士制度のあり方、海外
における建築家に関する資料の収集や現地調査等を基に調査研究を行っており、これまでにアメリカ、英国、オーストラリア、韓国
の他ＡＰＥＣ諸国に関する調査を行っている。さらにAPECエンジニア・プロジェクトに関し、一級建築士のうち建築構造実務を行う
者を対象に、APECエンジニアとして審査・登録業務の日本APECエンジニア・モニタリング委員会事務局を担い、海外ネットワーク及
びノウハウを有している。このため、本業務を遂行する上で必要かつ十分な技術と経験を有している。また本調査は、一昨年度より
実施しているものであり、一昨年度においても財団法人建築技術教育普及センターで業務を行った
ところであり、継続性の観点からも当業務を行える機関は他には存在しない。よって、財団法人建築技術教育普及センターと随意契
約を結ぶものである。

その他
―
（随意契約のよらざるを
得ないもの）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

931 （財）日本建築センター
市街地環境の確保のための新たな形態
制限等誘導方策に関する調査検討

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月3日 11,342,000

本調査検討は、市街地環境に対する高度化したニーズを踏まえ、都市型社会に求められる市街地環境のあり方について調査検討を行
い、市街地環境確保のための新たな規制誘導方策について検討することを目的とし、特定行政庁等における制度の運用実態の調査を
行い、これをもとに制度の運用方針及び新たな規制誘導方策の検討を行うものである。
　このため本業務の実施には、建築に関する幅広い知識や情報、ノウハウの蓄積、建築基準法の集団規定等に関する専門性が必要と
なる。
　財団法人日本建築センターは、建築物の企画、設計、工法及び需要並びに市街地環境の整備等広く建築に関係する調査研究、技術
開発、品質・性能の確保、環境保全、情報の交流普及及びこれらに関する国際協力を推進することにより、わが国及び諸外国におけ
る健全な建築活動の発展を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする法人である。
　これまでにも、同法人は、平成１４年度「街区レベルでの規制誘導諸制度等の活用による民間の事業化リスク軽減方策検討調
査」、平成１５年度「都心部における市街地環境を確保するための規制誘導諸制度活用方策検討調査」、平成１６年「市街地環境の
確保のための規制誘導方策に関する調査検討」等を受託しているほか、建築活動の適切な誘導による良好な市街地環境の確保を支援
するため、市街地の複合・高度利用に関する整備計画の策定、既成市街地内の低未利用地の有効利用促進に関する諸制度の検討業務
等を行っており、良好な成果を収めているところである。
　従って、本調査において必要とする建築に関する幅広い知識や情報、ノウハウの蓄積、建築基準法の集団規定等に関する専門性を
有する唯一の団体であるとともに、本調査を実施するに十分な見識及び能力を有する法人は他に存在しない。
　以上により、財団法人日本建築センターと随意契約するものである。

その他
―
（随意契約のよらざるを
得ないもの）

932
（財）マンション管理セ
ンター

首都圏におけるマンション管理の現状
把握及び課題の分析整理業務

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年12月12日 1,920,000

本業務は、「マンション管理に関する懇談会」におけるマンション管理の現況や課題と対応策についての論点整理を受け、管理の適
正化が必要とされるマンションについて管理の適正化のための制度的枠組みの検討に資するため、関係文献、調査報告書等により、
首都圏におけるマンション管理の現状把握等を行い、管理の適正化が必要とされるマンションとはどういうものかを検討するととも
に、その管理上の課題を整理するものである。このため、本業務の実施に当たっては、マンション管理に関する広範な専門的知識、
マンションの管理運営上のトラブルに関する知識並びに本業務を確実に実施できる高度な能力等が必要とされる。財団法人マンショ
ン管理センターは、マンションの管理組合に対し、管理についての適切な指導、相談、大規模修繕に必要な資金の調達及び情報の提
供に係る事業等を行うとともに、マンションの管理の適正化を推進することにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図
り、もって国民生活の安定向上に寄与することを目的として設立された財団法人であり、また、マンションの管理の適正化に関する
法律第９１条に基づき指定されたマンション管理適正化推進センターとして、マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整
理をし、これらを管理組合の管理者等その他の関係者に提供すること、マンションの管理に関する苦情処理のために必要な指導及び
助言、マンションの管理に関する調査及び研究を行っており、マンション管理に関する専門的知識、マンションの管理運営上のトラ
ブルに関する知識及び実務経験が豊富であり、本業務を確実に実施できる能力を十分に有している。　以上のように、同センター
は、マンション管理に関する広範な専門的知識及び本業務を確実に実施できる十分な能力等を有しており、他に同等の能力を有する
者は見あたらないことから、同センターに本業務を請け負わせるものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行し
たもの

933 （財）日本建築防災協会
住宅・建築物の耐震化リフォーム手法
等に係る調査検討

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月3日 15,991,500

本契約は、建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され、住宅の耐震診断、耐震改修を実施し耐震性を向上させることが緊急の
課題となっている。住宅・建築物の耐震性向上のためには、所有者等の耐震診断、耐震改修の必要性に関する理解と知識が必要であ
る。また、耐震性の向上には、リフォーム時に併せて耐震改修を行うことの有効性等、耐震改修についての理解を得るための広報活
動を円滑に行う体制及び改修支援方策の把握、所有者等に対する耐震診断・耐震改修の情報の周知の実施が重要な課題となってい
る。そのために必要となっている、
　①リフォーム時の耐震改修に係る技術的課題の整理
　②耐震改修を進めるためのマニュアルの検討
　③所有者向け情報提供ツールの作成
　を行うこととするものである。（財）日本建築防災協会は、既存建築物に係る定期調査業務基準の作成及び建築構造並びに非構造
部材に係る耐震診断基準、耐震改修指針の策定等建築物の防災に係る各種の取りまとめをこれまで行っており、①リフォーム時の耐
震改修に係る技術的課題の整理、②耐震改修を進めるためのマニュアルの検討、③所有者向け情報提供ツールの作成を踏まえ、課題
の整理を適格に行うことができると期待される。このように（財）日本建築防災協会は、本調査を実施するのに必要な知識・経験及
び実績を十分に備えており、また、このような法人は他に存在しない。したがって、本調査の所用の目的を達するため、本業務につ
いて同協会に当役務を行わせるものである。

問題があるもの
18年度以降において当該
事務・事業の委託等を行
わないものとしたもの

934
（財）住宅リフォーム・
紛争処理支援センター

住宅のカビ・ダニ等のアレルギー源に
係る実態把握及び情報提供の検討業務

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年9月8日 8,481,900

本業務は、住宅内のカビ・ダニの発生状況に係る測定方法を確立するとともに、その実態を調査・把握し、住宅室内におけるカビ・
ダニの発生を抑制するために必要な対策の検討を行うものである。具体的には、結露防止のための断熱方法や、適切な換気の実施と
いった対策方法を検討し、住宅・建築分野における室内環境問題への適切な対応を図るものであり、その遂行には、一般的な新築住
宅・リフォーム等にかかる建材・換気設備等に関する知識とともに、シックハウス症をはじめとする室内空気汚染に関する幅広い知
見が必要である。  (財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター（理事長　島崎　勉）は住宅リフォームの推進や室内空
気汚染にかかる調査・研究を住宅・建築業界との連携の下、幅広く行っている法人である。当該財団は、これまでにも「室内空気対
策実態調査・実証実験」を国土交通省より受託するなど、室内空気対策に関する調査をはじめとして、建築物全般に及ぶ研究並びに
技術開発等を実施し、良好な成果を収めているところである。このように、室内空気対策にかかる調査実績や建材・換気設備等の建
築技術に関する知見を有し、国、関係省庁、住宅生産関連業界等と連携して、住宅内のカビ・ダニの発生状況に関する調査やその対
策の検討を的確に実施することができる法人は他にない。従って、当該財団に当役務を行わせるものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）
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契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日
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果

講ずる措置 備考

935
（財）住宅リフォーム・
紛争処理支援センター

住宅リフォームにおける消費者保護方
策の検討業務

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月11日 10,032,750

本業務は、住宅のリフォーム工事におけるトラブル事例の収集・分析を行い、さらに、住宅の品質確保の促進等に関する法律におけ
る住宅性能表示制度への反映を視野に、リフォームの設計、施工の各段階において施主、設計者、施工者等の各実施主体が留意すべ
き点を整理する。その上で、トラブル事例の分析結果、各工事段階でのトラブル対処方法等をとりまとめ、消費者へ適切に情報提供
を行うためのデータ整備を行う。以上により、住宅リフォーム分野に係る消費者保護方策の充実を図るものである。
以上により、住宅リフォームに係る消費者への情報提供基盤の整備により消費者保護が図られ、安心して住宅リフォームを実施でき
る環境が整備されるとともに、市場規模の拡大が見込まれるが、このような調査検討の実施には、住宅リフォーム市場やリフォーム
工事の実態に関する幅広い知見が必要である。
(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター（理事長  島崎　勉）は、消費者がトラブルなく良質な住宅リフォームを実施できるよ
う、増改築相談員及びマンションリフォームマネジャーの育成を行い、併せて住宅リフォームに関する新しい技術開発等についての
調査研究を行っている。そして、調査研究の成果を同財団が運営するホームページ「リフォネット」に掲載することにより、広く情
報提供を行い、リフォーム技術等の向上と普及を図っている。
また、消費者の住宅リフォームを支援するため、インターネットや名簿(行政窓口や消費生活センターなどに配備)によりリフォーム
事業者の情報提供を行うとともに、リフォームを進める際の工事費見積り等、リフォームに関する幅広い知識情報の提供を行ってい
る。
当該財団は、これまでにも「性能向上リフォーム推進技術開発検討」、「公団住宅におけるリニューアルのニーズ等に関する研究」
等の調査検討業務を国土交通省、都市基盤整備公団等より受託するなど、住宅リフォームの技術向上、良好な市場の育成等に資する
幅広い調査業務を継続的に実施し、良好な成果を収めているところである。
このように、国、地方公共団体、住宅リフォーム関連業界等と連携しながら、住宅リフォームに関する調査研究を幅広く実施できる
法人は他になく、当該財団に当役務を行わせることとする。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）

936 （財）ベターリビング
住宅性能表示制度における新技術の評
価及び利用のための調査検討業務

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月1日 12,600,000

当役務は、住宅において昨今用いられるようになった免震装置やベイト防蟻工法などの新技術について、その動向調査と評価方法の
検討を行うとともに、住宅の現況検査で検査機器を用いた場合における診断基準の検討を行うことにより、今後の住宅性能表示制度
の充実を図り、住宅の品質確保や、中古住宅の性能向上や取引の促進等を目指すものである。このような当役務の実施に当たって
は、住宅・建築分野で用いられる技術に関する幅広い識見、特に住宅の性能の評価に関する広範な識見が不可欠である。
（財）ベターリビング（理事長  那珂　正）は、優良住宅部品（ＢＬ部品）認定事業や、住宅の品質確保の促進等に関する法律（品
確法）及び建築基準法に基づく指定機関としての業務、ISO9000及び14000シリーズの審査業務、その他各種認定・評価・証明・検査
事業など、国等の委託を受け、あるいは住宅関連業界と連携しながら、住宅・建築分野において広範な事業を行っている法人であ
る。また、これらの事業に関する研究活動も盛んであり、特に平成9～14年度には、国土交通省からの調査委託により「住宅性能評価
技術の調査検討業務」を実施し、新築住宅及び中古住宅に係る性能表示制度の評価基準の原案作成を担当し、良好な成果を収めてい
るところである。　このように、当財団は国、住宅生産関連業界等と連携しつつ、住宅・建築分野において調査研究を幅
広く行っており、特に本業務で行うような住宅性能表示制度の新たな技術基準等の検討に当たっても、当初の研究経緯を熟知してい
るとともに、現在の品確法に基づく指定機関としての実務経験を活かすことにより、的確に業務を実施できると考えられる。以上の
とおり、本業務を的確かつ効率的に行なうことができる法人は他にはなく、当該財団へ本業務を行なわせるものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）

937
（財）住宅リフォーム・
紛争処理支援センター

住宅性能評価結果及び関連情報の統計
的解析業務

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年11月1日 11,655,000

本業務は、平成１３年度から毎年実施しているもので、これまで、財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター　理事長　島崎
勉（以下「当該財団」という。）が請け負っている。　また、本業務は、建設住宅性能評価書が交付された住宅（以下「評価住宅」
という。）の居住者に対してアンケート調査を実施し、その結果を集計するとともに、評価住宅の評価結果を集計し、クロス集計を
行なうもので、その結果を制度運用、技術基準等の見直し及び制度の普及促進のための基礎資料として活用することを目的としてい
るため、住宅の品質確保の推進等に関する法律に基づく「住宅紛争処理支援センター」である当該財団に本業務を請け負わすことが
も効率的である。さらに、当該財団は、住宅リフォームに関する情報提供及び支援、住宅紛争処理の支援、住宅に関する相談業務

等、住宅に関する幅広い業務を行なっている法人である。また、国土交通省からのこれまでの受託事業としては、「住宅建設五箇年
計画の達成状況等把握のための住宅市場動向調査検討（平成１３年度）、「欠陥住宅に係る補修技術マニュアル整備検討」（平成１
２～１３年度）、「中古マンションの建築性能評価技術の検討調査」（平成４～６年度）等幅広い実績がある。以上から、本業務を
的確かつ効率的に行なうことができる法人は他にはなく、当該財団へ本業務を行なわせるものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）

938
（財）建築環境・省エネ
ルギー機構

小規模建築物省エネルギー対策検討業
務

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関２－１－３

平成17年10月3日 9,135,000

本業務は、地球温暖化対策のためにエネルギーの使用を合理化した建築ストックの形成を図るため、これまで十分な対策が講じられ
てこなかった小規模建築物における省エネルギー対策の実態を調査するとともに、調査結果に基づいて小規模建築物の省エネルギー
基準の検討を行うものである。この業務については、省エネルギー手法に関する実態及び課題を整理するために、省エネルギー手法
や設備に精通していること、さらにこうした省エネルギー化された建築物の建設、改修事例や建築設備の整備・利用状況を把握する
ための情報の蓄積があること、省エネルギー効率のシミュレーション能力を有していることが要求される。（財）建築環境・省エネ
ルギー機構（理事長　村上周三）は、住宅その他の建築物に係る省エネルギーをはじめとした環境負荷軽減（以下「建築物の省エネ
ルギー等」という。）に関する技術の研究開発、指導及び普及を行い、建築物におけるエネルギーの有効利用その他の環境保全の推
進を図り、国民生活の安定と健全な発展に貢献するための事業を行うことを目的として設立された法人である。当該財団は、これま
でにも、建築物の省エネルギー等に関する調査・研究を行い、省エネルギー手法や設備等に関して精通しており、また、建築物の省
エネルギー等に関する評価や認定を行っており情報の蓄積があり、省エネルギー効率のシミュレーション能力も有している。このよ
うに、事業目的・内容・実績をもつ法人は他になく、本業務を（財）建築環境・省エネルギー機構に行わせるものである。

見直の余地があ
るもの

一般競争入札等に移行す
るための準備に時間を要
するもの（１８年度契約
では企画競争を実施し、
１９年度以降総合評価に
よる一般競争に移行）


