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1440 三菱電機（株）
仙台法務局エレベーター設備
改修工事

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年10月5日 38,860,500

　再使用するかご室及び主ガイドレールに設置される感知装置による着床精度調
整、かご室重量贈に伴うつり合いおもりの調整等が必要になるなど、改修部分は既
存部分と密接不可分の関係あり、同一施工者以外の者に施工させた場合、エレベー
ター設備の使用に著しい支障を生ずる恐れがある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

その他のもの

―
（当該設備を新設する際に、保守性
等についても評価する総合評価落札
方式を検討する）

1441 三菱電機（株） テレメータ設備改良工事

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森県青森市中央三丁目２０－３８

平成17年8月30日 13,125,000

　三菱電機㈱は、青森河川国道事務所管内のテレメータ設備の製造業者であり、当
該設備は一律の設計思想に基づいた回路構成がされており、他社が施工した場
合、既設設備の機能停止期間の長期化などで、運用に著しい支障が生じるおそれ
がある。
　よって、本工事を確実に実施できるのは、三菱電機株式会社以外にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号に基づき、三菱電機株式会社と随意契約を締結するものである。

その他のもの －

1442 三菱電機（株） 馬淵大堰電源設備補修工事

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森県青森市中央三丁目２０－３８

平成17年12月27日 36,435,000

　　三菱電機㈱は、受変電設備および非常用予備発電設備の設計・製造・据付を
行った業者であり当該設備の設計思想および回路構成等を充分熟知している。もし
他社が施工した場合は、既設設備の機能停止による長時間、停電するおそれがあり
馬淵大堰など重要施設の運用・操作に著しい支障を生じるおそれがある。
　　よって、本補修工事を短期間のうちに確実に施工できる高度な技術を有している
のは三菱電機㈱以外にない。
　　以上のことから、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号に基づき、三菱電機株式会社と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1443 三菱電機（株） 気象観測システム修繕工事

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成18年2月14日 21,000,000

システムの修繕等を行うには、既設機器の詳細な回路、性能及び制御機能等の技
術的事項において、密接不可分な関係にあるため、当該業者はかし担保の責任の
範囲を明確にし技術的にも一貫した施工が行うことができる唯一の業者である。
　上記の理由により、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号により、当該設備を施工した三菱電機㈱と随意契約するものである。

その他のもの －

1444 三菱電機（株）
雄物川上流画像制御改良工
事

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所
秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

平成18年3月16日 15,435,000

カメラ制御ソフトウエアに対する機能追加となる改良であることから既設設備の機
能、性能及び機器構成並びに回路等の技術的事項において密接不可分な関係にあ
る。
本工事を他の施工業者に施工させた場合、既設の設備等の運用に著しい支障が生
じる恐れがあることから、当該業者に請負わせる事が妥当と思慮される。
上記の理由から、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により三菱電機(株)と随意契約するものである。

その他のもの －

1445 三菱電機（株）
郡山道路画像監視設備改良
工事

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成18年2月7日 11,550,000

　本工事の実施にあたっては、既設道路画像監視設備の機能を改良することから、
設備全体の連携は基より、既設設備の運用を中断することなく施工し、固有の機能・
性能及び、構成する各機器間の伝送手順、情報蓄積機能等、設備全体の動作保証
を確保することが必要であり、既設設備の技術的事項において一貫した施工が必要
となり、密接不可分の関係にある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

その他のもの －

1446 三菱電機（株）
自然体験エリア受変電設備改
良工事

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成17年10月19日 34,650,000

  本工事を適切に施工するためには、当該設備についての専門的知識と、各機器の
特性等を熟知していることが不可欠であり、過年度、既設の設備について設計、製
作、施工を担当し、詳細な情報を有している三菱電機　（株）以外では、本工事の実
施は技術的に困難である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1447 三菱電機（株）
みちのく公園ＣＣＴＶ設備改良
工事

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成17年11月18日 17,955,000

　本工事は、CCTV設備の画像伝送方式及び制御方式を変更することから設備全体
の構成は基より、既設設備の運用を中断することなく施工し、固有の機能・性能及び
制御機能を含むCCTV設備全体の動作保証を確保することが必要であり、既設の設
備と密接不可分の関係にある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

その他のもの －

1448 （社）日本建設機械化協会
建設機械所在地調査解析業
務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年12月6日 4,725,000

 本業務の履行にあたっては、建設機械を保有する施工業者並びにリースレンタル
業者、建設機械の製造業者に渡る、広範囲な調査が必要であり、かつ、建設機械活
用実態や管理実態、機械損料設定の根拠など専門的な知識が必要である。また、
公共事業の積算基準を扱うことから、高度な中立性、公平性、秘密性を有する機関
に契約の相手方が限定される。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するた
めの準備に時間を要するもの
（企画競争を実施）

公募手続きを導入

1449 （財）国土技術研究センター
工事の出来高部分払方式に
関する調査

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年7月5日 21,000,000

　本業務は、工事契約の新たな手法を検討する為、入札契約制度に関する社会的
影響力が大きい業務であり、業務遂行にあたっては、入札契約制度に関する広範囲
な知識と経験が必要であり、かつ、公益的な観点で業務を実施する必要があるた
め、高度な中立性・公平性の確保が必要となり、これらを有する機関に契約の相手
方が限定される。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入
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1450
（財）日本建設情報総合セン
ター

電子納品に関する手引き
（案）改訂検討業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成18年2月21日 2,583,000

　本業務遂行にあたっては、現行の電子納品に関する基準・要領（案）及びＣＡＬＳ／
ＥＣ関連システム（公共事業執行プロセス・情報システム）についての広範、かつ、専
門的な知識が必要である。また、各業務段階間、受発注者間におけるデータ交換の
基礎となることから、中立性・公平性を有することが必要である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号) 見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1451 （財）国土技術研究センター
設計業務等の積算改善に関
する検討業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年10月7日 27,300,000

　本業務の履行にあたっては、我が国及び海外における公共事業の積算基準及び
積算体系に関する広範囲な知識と経験が必要であり、また、公共事業の積算基準を
扱うことから、高度な中立性、公平性、秘密性を有する機関に契約の相手方が限定
される（仮に民間企業に損害が生じる情報や予定価格に関する情報が漏洩した場合
には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結する）。さらに、過年度に実施した海
外の公共事業の積算基準及び積算体系の調査検討結果を踏まえた検討を今年度
実施することから既往調査の業務内容にも精通している必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1452
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度　ＣＡＬＳ／ＥＣ整
備検討（電子調達）業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年11月24日 179,991,000

　本業務の遂行にあたっては、電子調達における広範な知識と経験を有していること
はもとより、電子入札コアシステムを基本として稼働運用されている電子入札システ
ムの改良業務について熟知していることが必要である（国土交通省電子入札システ
ムは同法人が設計・開発したコアシステムを採用しておりコアシステムの著作権を有
する）。　また、行政行為の補助に係る業務であるため、高度な中立性・公平性が必
要とされ、手法・内容に十分精通している必要がある。(会計法第２９条の３第４項、
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

その他のもの ー

1453
（財）日本建設情報総合セン
ター

建設副産物情報交換システ
ム改良業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年12月5日 20,370,000

  建設副産物の再資源化を促進するためには、多くの建設事業発注機関の工事情
報収集、情報提供により情報交換を行うことが必要である。上記システムは建設副
産物に関する工事情報の収集・提供等を行うものであり、全ての建設事業発注機関
が利用可能な唯一のシステムである。従って建設副産物に関する情報交換を行うた
めには同システムを利用する必要があり、これを有する者に契約の相手が特定され
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1454 （財）経済調査会
資材単価調査（秋田県、山形
県、福島県）業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年6月17日 26,985,000

履行にあたっては、適切な資料の収集能力、建設資材価格等に関しての価格調査
等の手法・内容に精通していなければならず、またその成果については高い信頼性
が求められる。
 当初、本業務は簡易公募型競争入札方式により手続きを行ったものであり、日刊業
界紙に公示することによって、参加表明書の提出を求めたところ、上記法人と財団法
人建設物価調査会の２社から入札参加の表明がなされた。参加表明書の審査の結
果を踏まえ、本業務の履行が可能なものとして上記２社を指名したものであるが、入
札執行前に財団法人建設物価調査会より入札辞退届が提出され、競争性が失われ
たことから入札の執行を取り止めたものである。
 上記のことから、財団法人経済調査会は、本業務に必要な知識及び経験を有し、業
務を確実に履行、達成しうるものであり、かつ、当該法人以外に本業務の競争入札
に参加しようとする者はいないものと判断される
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1455
（財）日本建設情報総合セン
ター

建設労働資材動向調査業務
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年6月22日 4,882,500

  本業務の遂行にあたっては、建設労働需給動向及び資材需給動向について精通
しているとともに、モニター選定のため建設業者に関係する豊富な知識・各種情報を
有している必要がある。また、本業務はモニターの社内事情情報を取り扱う業務で
あるため、高度な守秘義務を求め得る者で、中立性・公平性を有する者に契約の相
手方が特定される。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1456 （社）建設電気技術協会
ＣＣＴＶ映像利活用に関する調
査検討（一式）

森永教夫
東北地方整備局
仙台市青葉区二日町９番１５号

平成17年12月6日 4,200,000

本業務を実施するためには、映像関連管理施設に係る、ＣＣＴＶカメラ設備、ネット
ワーク設備、画像処理・提供設備に関する高度な知識・経験を有し、かつ建設電気
通信設備に適用すべき技術・情報に関する評価や選定を中立・公平の視点で行い、
かつ建設電気通信設備に適用されている技術的条件、機器仕様を熟知していること
が必要不可欠である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

その他のもの －

1457 （財）都市計画協会
合併新市における景観形成
方針策定調査業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年12月7日 7,560,000

　本業務の遂行にあたっては、既存景観計画、既存まちづくり計画、都市計画の現
況、問題点等の把握、既存条例等と景観法との関係、住民参加のあり方を含む官・
民の役割分担等、地域それぞれの課題や目標を的確に導き出し、多様な選択肢の
中から、歴史・文化・自然等の地域資源を活かした個性ある景観計画・まちづくり計
画をとりまとめる必要があり、幅広い見知と能力が要求される。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための
準備に時間を要するもの（平成１９

年度以降企画競争を実施）
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1458 （独）都市再生機構 管内まちづくり方策検討業務
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年9月14日 8,967,000

　本業務の遂行にあたっては、まちづくり交付金制度に精通していること、また、まち
づくりについて高度な知識と豊かな経験を有していることのほか、多様な行政情報等
を取り扱うため、中立性、公平性を有していることが求められる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1459 （財）河川情報センター
水情報国土データ管理セン
ター運営補助業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年4月1日 25,515,000

本業務は、河川に関する基本的なデータである水文・水質関係のデータや水辺の国
勢調査に関するデータ、リアルタイムの水位や雨量等を提供している水情報国土
データ管理センターシステムの保守・管理及び開発・改良のほか、24時間体制のヘ
ルプデスクを設置し提供データに関する質問等への対応等を行うものである。当該
財団は、当該システムを開発し専門的な知見を有していることに加え、危機管理に
直結するこれらのデータ提供やヘルプデスク対応を365日24時間実施可能であると
ともに、かつ河川に関する専門的・技術的な知識に基づいた対応ができることから、
本業務を遂行できる唯一の者である。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の
４第３号）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するための
準備に時間を要するもの（1,854,000
円、H１９年度以降一般競争入札に
移行）

公募手続きを導入
(23,661,000円）

1460 （財）ダム技術センター
マネジメント技術活用方式モ
ニタリング検討業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年5月23日 33,600,000

本業務は、発注者支援として発注者に代わってダム工事の工程管理・調整等を行う
マネジメント方式について、ダム事業への検討性を検討するものあるが、本業務の
実施にはダムの設計・施工に係る高度な技術力のみならず、ダム事業に係る豊富な
現場行政経験やダム事業管理に関する豊富なデータが必要であるが、こららを有し
ているのは当法人しかない上、一連の工事工程の中で一貫した立場・視点からのモ
ニタリングと評価が不可欠であることから、これまでも本業務を実施している当法人
のみが実施できるものである。また、様々な技術開発動向等を踏まえ、中立的、公
平的立場から発注者代行的な行政的視点からの業務遂行が必要である。これらの
条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1461 （財）河川情報センター
洪水ハザードマップ周知方策
検討業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年7月29日 9,943,500

本業務は、洪水ハザードマップのガイドライン作成に関する検討を行うものである。
当該財団は、ハザードマップ作成のノウハウを有しており、複雑な条件の下でのハ
ザードマップ作成について、他に類を見ない経験と代替性のない特定の知識を有
し、本業務を遂行出来る唯一の者である。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２
条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

1462 （財）河川情報センター
水情報国土データ管理セン
ター機能検討業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年10月24日 89,208,000

本業務は、代替性のない特殊なシステムである水情報国土データー管理センターシ
ステムに、統一河川情報システムとアクセスする機能の追加等を行うものである。当
該財団は、システムの開発者として、水情報国土データー管理センターシステムに
ついて、代替性のない特定の知識等を有しており、本業務を遂行出来る唯一の者で
ある。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号） 見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

1463
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

ダム事業における環境の予
測・評価手法高度化検討業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年12月16日 60,375,000

ダム事業の環境影響検討手法の高度化にあたって、既設ダムの諸元、流域の土地
利用、地形・地質の状況、植生、生物の生息状況、流入量・放流量、流入水質・放流
水質等のダム環境に関わる他種多様なデータを網羅的に収集・整理する必要があ
るため、ダム諸量ＤＢ、経年的水質ＤＢ、河川水辺の国勢調査［ダム湖版］ＤＢ等を利
用することが必要不可欠である。ＷＥＣが保有するこれらのＤＢは、長期間にわたる
調査・研究の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信
頼のおけるものである。
また、水環境、景観、大気環境等に関わる高度な知識・経験・能力を有している必要
がある。「ダム事業における環境影響評価の考え方」（平成12年３月）は、ＷＥＣが本
省の指導のもと検討・作成したものであるが、当該業務は、上記「考え方」のうち、水
環境、景観等に係る部分の改訂を目的にしている。本業務の遂行にあたっては、「考
え方」の趣旨・内容を熟知しているとともに、行政上の政策評価として公平・中立な立
場で評価した手法等の検討が必要である。
さらに、関係する学識経験者等のネットワークを生かした情報収集能力が必要であ
る。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理
由から本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法２９条の３第４項及び
予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入
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1464 （財）国土技術研究センター 樋門ゲート等構造検討業務
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年8月25日 13,965,000

本業務の履行にあたっては、本業務が東北地方の今後の河川管理の方向性に寄与
するものであることから、河川行政に熟知しているとともに河川構造物に関する総合
的な技術と評価等に関して豊富な経験と知識を有している必要がある。
また、本業務は、今後の河川行政又は事業執行に関連する社会的影響力が大きい
業務であるため、当該業務に係る特定の知識及び経験を有する者であり、かつ、高
度な守秘義務を求め得る者で、中立性・公平性を有する者に契約の相手方が特定さ
れる。
財団法人　国土技術研究センターは、国と社会が要請する新しい建設技術に関する
調査研究を行うと共に新技術の活用と普及を通じて建設技術の向上を図り、国民福
祉の向上に寄与することを目的として設置された公益法人であり、行政が策定する
諸技術基準の作成に数多く関与しており、諸基準に関する豊富な知識を有するとと
もに、関係する技術諸基準やガイドラインを熟知している。さらに、昨年度の当該業
務を実施しており、業務内容を十分に熟知している。また、公益法人であることから
特定の利害関係もなく、高度な守秘義務を求めることが出来るとともに、中立性・公
平性を有している。
よって、本業務を履行できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法第29条の3の4項及び予決令第102条の4の3号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1465 （財）河川情報センター
河川情報信頼度向上検討等
業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年4月1日 61,729,500

当該財団は河川情報提供システムの著作権を有している。また、システムの開発者
として、大量の河川情報を提供する河川情報システムについて代替性のない特定の
知識等を有しており、常時稼働する必要があるシステムに異常が発生した場合にお
いても緊急対応能力を有している。さらに、災害時の危機管理として、24時間365日
のデータ監視体制を構築して精度の高い監視業務を実施するとともに、県や市町村
などからの問い合わせにも対応しており、大量の河川情報の監視について代替性の
ない特定の知識等を有しており河川情報の監視、精度向上ができる唯一の者であ
る。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号）

その他のもの
－

　（随意契約によらざるを得ないも
の）

1466
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

ダム水源地環境検討業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年12月12日 17,850,000

当該業務の実施に当たっては、ダム水源地の環境に係る調査・研究・広報の手法に
関するモデルケースについて、先進事例の調査分析手法や取り組みを全国レベル
で実施されている調査分析手法と比較検討する必要があるため、全国のダム緒量Ｄ
Ｂや経年的水質DB、経年的堆砂量ＤＢ、河川水辺の国勢調査［ダム湖版］DBのデー
タを利用することが必要不可欠である。WECが保有するこれらのDBは、長期間にお
ける管理ダムのフォローアップや国勢調査結果の分析評価・研究実績から構築され
たものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるDBである。また、分析結
果に基づいた今後の管理手法の提案を行うには、WECがこれまでに全国的に蓄積
してきた建設から管理まで各段階の事業内容や検討項目、実施すべき保全対策に
関する全国的で広範な知見が必要であるとともに、高度な知識及び 新の情報を踏
まえて検討を進める必要があり、加えて、行政上の政策指針として、中立かつ公平
な立場で、先進事例の調査分析手法を評価検討する必要がある。ＷＥＣは、専門的
な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由から本業務の
目的を達成できる唯一の機関である。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の
４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1467 （財）河川情報センター
統一河川情報システム運営
支援業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年12月14日 17,010,000

　当該財団は、統一河川情報システムの著作権を有している。また、システムの開
発者として、大量の河川情報を提供する統一河川情報システムについて、代替性の
ない特定の知識等を有している。当該財団は統一河川情報システムの定数設定等
の改良ができる唯一の機関である。
　（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号） その他のもの

－
　（随意契約によらざるを得ないも

の）

1468
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

ダム・堰管理施設改造検討業
務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年12月26日 27,615,000

ダム・堰管理施設の改造検討のマニュアル化にあたっては、 新のダム管理用制御
設備設計手法に基づいて、改造時の適正かつ効率的な設計マニュアルについての
検討が必要であるため、「ダム管理用制御設備設計ＤＢ」を用いることが必要不可欠
である。ＷＥＣが保留するこのＤＢは、長期間にわたる調査・研究の実績の中から構
築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるものである。
また、関係する学識経験者等のネットワークを生かした 新情報の収集能力、さら
に、ダム管理用制御設備設計仕様等の特定の知識・経験・能力を有し、行政上の政
策検討として公平・中立の立場で評価した検討を行う必要がある。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理
由から本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法２９条の３第４項及び
予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入
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1469 （財）河川情報センター
豪雨災害等の提言等に基づく
情報高度化検討業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年12月26日 38,850,000

本業務は、豪雨災害時等におけるの情報提供の高度化について検討を行うもので
ある。当該財団は、防災情報など大量の河川情報を一般国民や関係行政機関など
へ速やかに的確に提供することについて、代替性のない特定の知識等を有している
唯一の者である。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1470
（財）日本建設情報総合セン
ター

水利使用情報システム改良
業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年9月27日 4,189,500

  「水利使用情報システム」の著作権は、当該法人が所有しており、他業者が改良す
ることは不可能である。従って、（財）日本建設情報総合センターは本業務を実行可
能な唯一の機関である。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により
上記法人と随意契約を行うものである。

その他のもの
18年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないとしたもの

1471 （財）河川情報センター
平成１７年度　水文観測デー
タ品質照査業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年10月26日 37,989,000

当該財団は、高度照査プログラムの著作権を有している。高度照査プログラムの開
発者として、当該プログラムとそれを用いたデータの高度照査について、代替性のな
い特定の知識等を有している。また、当該財団は、高度照査のシステムを開発する
など、高度照査に関して代替性のない特定の研究の成果を有しており、水文観測
データの高度照査のできる唯一の者である。（会計法２９条の３第４項及び予決令１
０２条の４第３号）

その他のもの
－

　（随意契約によらざるを得ないも
の）

1472
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度「歴史・文化の香
りある川まちづくり」に関する
検討

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年12月16日 8,925,000

本業務は、歴史・文化の香りある川まちづくりのあり方を検討し、提言を行うものであ
る。検討にあたっては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、全国での
歴史を活かした川まちづくりの事例を保有し、様々な整備経緯、整備手法の工夫等
についてデータを保有している必要があるが、そのようなデータを有しているのは当
法人が唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であ
り、これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項及
び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1473 （財）河川環境管理財団
湖沼管理のための水質管理
に関する検討業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年12月20日 9,870,000

本業務は、湖沼の水質管理に必要な技術的なマニュアルを検討・作成するための業
務であり、判断の中立性・公平性が特に求められるものである。さらに、本業務の実
施に当たっては、水環境改善に関する豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデー
タの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集
能力を有することが必要。当財団には唯一全国から多くのトップクラスの学識者や行
政関係者が参加する湖沼水質管理に関する常設の委員会があり、マニュアルの作
成・検証にあたってはこの委員会の活用が必須。従って当該業務の遂行が可能なの
は唯一当財団のみである。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1474
（財）リバーフロント整備セン
ター

河川に係る広報戦略検討業
務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年1月11日 39,900,000

本業務の履行にあたっては、本業務が今後の河川行政の推進にあたって貢献する
ものであるため、河川環境、危機管理、地域振興などの側面から河川行政全般に
渡って熟知している必要がある。また、施策を具体化するにあたり、既往調査の検討
成果を総合的に取りまとめられ、国内外の幅広い知識はもとより施策検討の技術経
験を有している必要がある。
（財）リバーフロント整備センターの設立目的は、水辺空間のあり方や保全・利用、さ
らには水辺空間整備についての技術開発や調査研究を総合的に実施し、その成果
を幅広く国民社会に活用して、安全で豊かなうるおいのある国土の建設に資するも
のとされている。
本センターは、施策の計画立案に関しての高度な技術と実績経験が豊富であるとと
もに、舟運に関係する検討実績も多く、国内外の舟運を中心とした河川行政との関
係における幅広い情報と知識を有する唯一の機関である。
また、公益法人であり特定の利害関係もないため、施策検討と行政上の広報案を作
成するにあたっては、中立性・公平性が確保できる。
よって、本業務を履行できる者は、上記法人の他にない。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行（H18年
度以降総合評価による一般競
争入札へ移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1475 （財）交通統計研究所
道路交通情勢調査営業用車
類調査業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年8月31日 24,255,000

本業務の履行にあたっては、以下の条件を満たすことを必要とする。
①　営業用車の調査で取り扱う情報は企業秘密に属する情報であることから、公平・
中立的かつ非営利的立場からの調査が必要であること。
②　交通運輸に関する業務知識、各種運輸関係報告帳票に関する知識、バス、タク
シー、トラック等の業界に精通していること。
③　大量の車両データを扱うことから、交通統計調査に関する処理能力を十分に有
していること。
財団法人交通統計研究所は、交通統計の理論及び方法の研究並びに調査を行うこ
とにより交通統計の改善及びその普及を図って交通事業の発展に貢献することを目
的として設立された公益法人で、昭和37年に運輸省の認可により設立された交通統
計専門の唯一の財団である。
同法人は、40年以上にわたり交通統計に関する情報の収集・整備の他、交通統計
調査の実施及び分析等を行っており、また、機関誌『交通と統計』の刊行、交通統
計・分析データに関する書籍を数多く発刊していることから、本業務を遂行するため
の専門的な知識及び各種データを有している。さらに業務処理能力も過去の実績か
ら十分に備えている。
よって、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし、業務処理能力を備えた機
関は、（財）交通統計研究所の他にはない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に
より、上記相手方と随意契約するものである。

その他のもの －

1476 （財）国土技術研究センター
道路景観を対象とした効果的
な啓発活動に関する検討業
務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年9月28日 3,465,000

本業務を遂行するにあたっては、道路の機能や役割といった道路自体の知識に加
え、景観面やまちづくりに関する高度な知識と豊富な経験を有している必要がある。
また、国内の法制度や事業制度等の行政的な知見を有するとともに、多様な景観へ
の対応にあたり道内外における良好な道路景観の事例を幅広く把握している必要が
ある。
財団法人国土技術研究センターは、国と社会が要請する新しい建設技術に関する
調査研究を総合的かつ効果的に行うとともに、新しい建設技術の活用と普及を行う
ことにより、建設技術の向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与することを目的と
して設立された公益法人である。
当センターはこれまで｢日本の道と街並みの景観に関する検討｣、｢景観に配慮した
防護柵に関する検討｣、｢道路景観に関する広報計画検討｣等の景観並びに広報活
動に関する業務を多数実施してきており、昨年度は、本局発注の「道路景観啓発活
動検討業務」を受託した実績があることから、当業務の内容について熟知している。
さらには、景観に関する学識経験者等から構成され、道路景観に関しての啓発活動
等様々な取り組みをおこなっている「道と景観の会」の事務局として、景観に係る啓
発活動の実績と遂行能力を有しており、本業務において総合的かつ客観的判断に
必要な知識・知見を有している。
以上から、本業務を円滑かつ的確に遂行できるのは、景観啓発活動に関する総合
的な技術力、業務経験を有し、かつ先導的な業務を行っている財団法人 国土技術
研究センターの他にはない。
よって、会計法第２９条の３第４項並びに予決令第１０２条の４第３号に基づき、随意
契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1477 （財）道路空間高度化機構 東北道路景観検討業務
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年12月2日 4,231,500

本業務は、平成１５年度に設立された「東北の美しいみちを考える研究会」を継続実
施し、東北地方の歴史・文化・風土など地域の個性を生かした道路景観形成の理
念・方針、景観整備の考え方、景観形成の仕組みについて検討し、東北の道路景観
のあり方を提言としてとりまとめるものである。
本業務を実施するにあたっては、道路空間の有効利用や沿道環境の整備等につい
て精通・熟知した高度・専門的かつ広範囲な知見が不可欠である。また、平成１５年
度から実施している「東北の美しいみちを考える研究会」の提言とりまとめを行うこと
から、過年度の検討内容を熟知している必要がある。
随意契約を行おうとする財団法人道路空間高度化機構は、道路と建築物等との立
体的整備、道路とその沿道の建築物等の一体的整備、道路空間等を活用した交通
結節点の整備、道路空間のバリアフリー化その他の道路空間の有効かつ高度な利
用を図るための事業の推進等を目的に設立された財団であり、道路空間と一体と
なって機能する沿道等の整備に関する調査研究実績が豊富で、この分野において
高度かつ先進的な技術と経験を有している。また、平成１５年度から「東北の美しい
みちを考える研究会」にかかる調査検討業務を担当している。よって、本業務を実施
できる者は、上記相手方の他にはない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記相手方と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企

画競争を実施）
公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1478 （社）雪センター
道路を活用した冬期の連携と
地域づくり検討業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年12月5日 4,830,000

本業務の遂行にあたっては、以下を全て満たしている必要がある。
①雪寒地域で行政が進めてきた道路雪氷対策や道路行政の課題、また雪国の冬期
観光の課題や観光政策等に精通し、十分な評価及び判断能力を有していること。
②雪を克服するための施策や技術開発及び調査研究、また、情報収集・提供などを
通し、活力ある雪国づくりへの取組みに関して、民間企業等と利害関係を持たない
公平・中立的立場での業務遂行が可能なこと。
③雪国に関わる国の施策をはじめ、全国各地における雪対策の取組みなど、相互
の情報交換と交流を深め、雪と寒さを克服し、地域の特性に応じた地域づくりにかか
わる活動を積極的に進めるため、市町村との連携や市町村からの情報収集能力を
有していること。
社団法人雪センターは、活力ある雪国づくりを目指す核となるため、克雪・利雪・親
雪に関する技術開発や調査研究に加え、情報収集や提供をとおし、安全で快適な雪
国の生活や雪文化の創造に積極的に取組んでいる公益法人である。
本業務が必要とする上記要件に関し、同法人は、①全国で進めてきた雪氷対策に精
通し、雪を使ったイベントによる地域活性化先例地調査（平成15年度）、冬期観光経
済分析調査（平成16年度）等の実績を有すること、②公益法人としての公平性、中立
性を有すること、③雪センター会員市町村が結束し組織している「全国雪対策連絡
協議会」を通じた各市町村からの地域資源情報の収集能力を有している。よって、本
業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1479 （財）道路保全技術センター
道路管理ＤＢシステム管理技
術業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年10月24日 18,900,000

本業務は、道路管理データベースシステムを一元的に管理運営する業務であり、
データベースとしての統一性や信頼性を確保するためのデータ更新整備及びシステ
ムの維持管理を行うとともに、道路管理等の業務支援を促進するため、資料管理Ｄ
Ｂ、付属物管理ＤＢ等の業務支援システムについて整備計画を策定するものであ
る。
道路管理ＤＢシステムは、全国的に統一された共通システム構築という政策的な要
請を受け、平成２年度から官・学・民の協力により開発・改良が進められているもの
で、本業務の履行にあたり、道路管理ＤＢシステムの内容を熟知していることが必要
である。
上記法人は、道路保全の技術に関する調査研究、開発等を行うことにより効率的か
つ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民
生活の向上に寄与することを目的に設立された公益法人であり、道路管理ＤＢシス
テムを開発整備し、プログラム・関連仕様書・マニュアルの著作権を有していることか
ら、本業務に必要な技術的知識と経験を有している。
よって、本業務を実施できるものは上記法人の他にない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、
随意契約を行うものである。

その他のもの －

1480 （財）道路新産業開発機構
道路交通情報通信システム
更新業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年11月16日 48,615,000

本業務の実施にあたっては、全国のVICSとの互換性・整合性を確保するとともに、
正確かつ円滑な移行作業の実施が必要である。道路新産業開発機構は、VICSに関
する基本仕様書・データフォーマット等のインターフェース仕様に関しての著作権を
有し、研究開発から全国のシステム設計及び運用開始当初の作業全般に関わると
ともに、VICSならびに既往関連システムの構成についても熟知している等、本業務を
遂行するに必要な技術的知識と経験を有した唯一の法人である。（会計法２９条の３
第４項及び予決令１０２条の４第３号）

その他のもの －

1481
（財）交通事故総合分析セン
ター

交通事故統合データベース
［平成１６年版］作成等業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年11月25日 8,557,500

本業務は、交通事故と道路交通環境との関連性を分析するため、警察庁から提供さ
れる「交通事故統計データ」の一部と道路管理者が持つ「道路交通センサスデータ」
を統合し、東北管内における「交通事故統合データベース」の平成１６年版を作成
し、今後の交通安全事業の遂行に役立てていくものである。
本業務の実施にあたっては、警察庁から提供を受ける交通事故統計原票等、道路
交通法で規定する特定情報を取り扱う必要があるため、同法第１０８条の１３に定め
る「交通事故調査分析センター」として指定されていなければならない。
（財）交通事故総合分析センターは、交通事故防止及び交通事故の被害の軽減に資
するための調査研究等を行うことにより、道路における交通の安全と円滑に寄与す
ることを目的として設立され、道路交通法第１０８条の１３に定める「交通事故調査分
析センター」として指定されており、同法で規定する特定情報を使用できる唯一の法
人である。
よって、本業務を適切に遂行できるのは（財）交通事故総合分析センターの他にな
い。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により随意
契約を行うものである。

その他のもの －



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
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1482 （財）国土技術研究センター
交通安全施策の方向性に関
する検討業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年2月20日 4,882,500

本業務の遂行にあたっては、道路交通安全施策に関する専門的かつ総合的な知識
と経験を有している必要があり、特に現在展開中の施策「あんしん歩行エリア」の目
標達成状況の分析・評価については、面的交通事故データ及び規定のエリア・抑止
目標の設定根拠を踏まえた検討が必要である。
財団法人国土技術研究センターは、国土技術に関する総合的な調査研究機関であ
り、道路交通安全の施策策定に関する十分な実績と知識を有し、特に「あんしん歩
行エリア」策定時には、立案段階から携わり十分な知識を有し、本業務で必要となる
「あんしん歩行エリア」における「事故抑止率」等施策目標の分析・評価に必要な
データ及び資料を有している唯一の法人である。
以上より、財団法人国土技術研究センターは、「道路交通安全施策の成果目標の達
成や円滑な評価」に関連する総合的な技術力と知識及び行政的な知見と業務経験
を兼ね備えている唯一の団体であり、業務を適切に遂行できるのは当法人の他にな
い。
よって、会計法２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３号の規程により、財団法人
国土技術研究センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの（18年度から一般競
争入札等に移行）

1483 （財）道路保全技術センター 「道の駅」あり方検討業務
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年3月1日 4,830,000

本業務は、制度開始後１０年を経過し東北管内において１１７箇所となった「道の駅」
における問題・課題を解決するため、１１７「道の駅」が置かれている現状と問題・課
題を把握し、そのとりまとめた結果を基に、「道の駅」と各種の連携を基本軸としてよ
りよい「道の駅」とするためのあり方の方向性を検討するものである。
本業務を実施するにあたっては、「道の駅」についての利用状況等全般にわたる基
礎知識及び東北管内各「道の駅」の状況を把握し意見を徴収する必要がある他、
「道の駅」とその地域との連携及び「道の駅」間の連携について多くの実例やその問
題・課題についての情報を把握していることが不可欠である。
上記法人は、道路保全に関する総合的な技術の開発、普及、指導、効率的な保全
技術を提供するために設立され、防災や環境を含めた道路保全技術の各種課題に
取り組んでいる公益法人である。上記法人は、東北「道の駅」連絡会の事務局であ
り、各「道の駅」の意見徴収の際の手段を有しているとともに、「道の駅」の連携につ
いて中心的な存在であり、本業務で必要となる「道の駅」と地域の連携及び「道の
駅」間の連携についての豊富な情報を有し、かつ道路に関連する行政・政策につい
て精通している唯一の法人である。
よって、本業務を的確に実施できるのは、上記法人以外に無い。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、
上記法人と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企
画競争を実施）

公募手続きを導入

1484 （社）公共建築協会
地方合同庁舎周辺地区にお
ける連携のあり方調査業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年12月8日 2,310,000

　本業務の遂行にあたっては、合同庁舎及び周辺地区の景観に関する検討をはじ
め、特定地区の整備方針への提言や、地方公共団体の計画との整合を図る等、関
係機関と密接な調整が必要なことから、当該業務に係る特定の経験及び知識を有
する者に契約の相手方が限定される。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 「公募手続きを導入」

1485 （社）公共建築協会
まちづくりと合同庁舎の連携
手法検討業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年12月22日 3,465,000

　本業務の遂行にあたっては、官庁施設整備のあり方や周辺環境整備計画に精通
したうえで、地方公共団体の計画との整合を図る等、関係機関と密接な調整を伴うこ
とから公共的概念等の知識を有するであり、又、中立性・公平性を有し、高度な守秘
義務を求め得る者に契約の相手方が限定される。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 「公募手続きを導入」

1486 （財）建築保全センター
地方合同庁舎改修計画検討
業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年12月22日 5,460,000

　本業務の遂行にあたっては、今後施設整備計画のある地方合同庁舎において、現
存の建築物の使用状況を調査・把握し、それまでの庁舎機能を確保するため、ま
た、既存施設の有効利用を図るための改修計画を現在及び将来の入居官署を勘案
しつつ、計画の検討を行う必要がある。
　そのためには、国の行政機関が持つ行政サービス・防災等のシステム及び設備機
器等も把握・熟知するとともに、国有財産法や庁舎法等の関係法令についても熟知
した者であり、かつ、高度な守秘義務を求め得る者で、中立・公平性を有する者に契
約の相手方が特定される。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行したもの

「公募手続きを導入」

1487 （社）公共建築協会
官庁営繕事業の課題及び情
報発信手法検討業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年12月28日 3,465,000

　本業務の遂行にあたっては、官庁施設を中心として、地域と一体化した課題及び
情報発信手法を検討しなければならず、官庁施設本体の詳細はもとより、周辺地
区、地域とどのように連携しているか等を詳しく把握している相手方でなければなら
ない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 「公募手続きを導入」
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1488 （財）河川情報センター
青森河川国道事務所洪水危
機管理演習企画検討業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森県青森市中央三丁目２０－３８

平成17年10月14日 5,880,000

　自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理を行えるようにする
ためには、シナリオのない状況の中で臨機の判断等の対処能力を向上させるため
の訓練が不可欠である。
　ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプレーヤーに分かれ、
コントローラーから付与される状況に応じてシナリオを知らされていないプレーヤー
がその場で判断し行動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法
である。
　当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について著作権を有してい
る。また、災害対応について、経験と代替性のない特定の知識等を有する演習実施
組織を擁する唯一の機関である。
　そのため、当該法人でなければ本検討業務において必要とする成果を得ることが
できないため、随意契約を行う。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３
号）

見直しの余地があるもの

①一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（2,930,000円、H19年度以降一般競
争入札に移行）

②随意契約によらざるを得ないもの
(2,950,000円）

1489 八千代エンジニアリング（株） 川山こ道橋詳細設計業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森県青森市中央三丁目２０－３８

平成17年11月11日 34,860,000

当該業務は、同種、類似業務に卓越した豊富な経験と高度な判断を必要とすること
から、プロポーザル方式により実施業者の選定を行ったところである。
上記業者は、 も優れた提案をした業者と評価されたばかりではなく、同種、類似持
業務に卓越した豊富な経験と高度な技術力を確保しており、本業務に も適した業
者と認められている。
以上の理由により、本業務は会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
の規定に基づき随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための
準備に時間を要するもの（企画競争

を実施）

1490 （社）雪センター
冬期歩行者誘導手法検討業
務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森県青森市中央三丁目２０－３８

平成17年4月6日 5,460,000

本業務の実施にあたっては、積雪寒冷地域における各地方自治体等を含む行政機
関や民間、ＮＰＯ等の冬期歩行空間における様々な取り組み事例や雪に関する総合
的な調査、研究及び技術開発に関する情報の集積が必要である。
（社）雪センターは、全国の積雪寒冷地域にある約１，３００市町村のうち約６割の会
員を有し、全国自治体と一体となった雪対策に取り組んでいる唯一の機関であり、雪
に係わる専門家等による委員会を組織し官学民各界との連携を取りながら雪対策
の調査、計画を推進し、行政上の知識・経験も豊富である。
また、快適な雪国生活のための調査研究について継続的に従事してきた経験があ
り、冬期道路管理のみならず雪国の現状や問題点について豊富なデータを保有して
いる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの（18年度から一般競
争入札等に移行）

1491 （社）雪センター
積雪寒冷地におけるクリーン
エネルギー活用検討調査業
務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森県青森市中央三丁目２０－３８

平成17年10月6日 18,270,000

本業務の実施にあたっては、積雪寒冷地域における消融雪関連データを多く保有
し、クリーンエネルギーを利用した消融雪システムに関する幅広い知識や雪に係わ
る専門家等による活用研究会の運営が必要である。
 (社)雪センターは、全国の積雪寒冷地域にある約１，３００市町村のうち約６割の会
員を有し、全国自治体と一体となった雪対策に取り組んでいる唯一の機関であり、雪
に係わる専門家等による委員会を組織し官学民各界との連携を取りながら雪対策
の調査、計画を推進し、行政上の知識・経験も豊富である。
また、積雪寒冷地域においてローカルエネルギー利用手法検討、未利用エネルギー
調査検討などの消融雪関連業務について数多くの実績を有し、蓄積データも豊富で
あることから、導入状況の整理の際に省力化を図ることが可能であり、青森市内の２
箇所に設置した自然エネルギーを利用した融雪施設について調査分析・効果検証を
行い委員会形式によりまとめを行うなど、クリーンエネルギーの利用に関する内容や
委員会運営を熟知している。
従って、本業務を適切に遂行できるのは、高度な専門知識と豊富な業務経験を有
し、多くの蓄積データから総合的な判断能力を必要とする業務であり、社団法人雪セ
ンターの他にいない。
よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により上記業者と随
意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1492 （財）国土技術研究センター
積雪寒冷地における移動支
援調査業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森県青森市中央三丁目２０－３８

平成17年12月21日 30,240,000

本業務の実施にあたっては、すべての歩行者の交通安全に対する取り組みなど行
政的立場について十分精通しており、「交通バリアフリー」、「歩行者ＩＴＳ」及び「自律
移動支援プロジェクト」に関する幅広い知識を必要とするなど、高度な専門知識や行
政的視点に立脚した検討を進める必要がある。
財団法人国土技術研究センターは、わが国における建設技術発展の支柱となり、新
しい建設技術の活用と普及を目的に設立された公益法人である。
また、「交通バリアフリー」、「歩行者ＩＴＳ」に長年携わっているとともに平成１６年度か
ら国土交通省で取り組んでいる「自律移動支援プロジェクト」について調査・研究を先
導的に実施している。
従って、本業務を適切に遂行できるのは、専門的かつ高度な技術と豊富な業務経験
を有し､ 新しい建設技術に関する種々の知見と公正な判断能力を必要とする業務で
あり、財団法人国土技術研究センターの他にない。
よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により上記業者と随
意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入
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1493 （財）道路保全技術センター 道路管理施設調査業務委託

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森県青森市中央三丁目２０－３８

平成17年11月11日 16,632,000

本業務は、道路管理施設情報の統一的体系的な収集整備によるデータベース構築
により、より効果的な道路管理体制等の支援を図ることを目的とした道路管理データ
ベースシステムのデータ更新やシステム管理を行うものである。
本業務の履行に際しては、基幹となる道路管理データベース及び改良型システムに
関する十分な知識を必要とし、かつ高度な技術が必要である。
道路管理に関する総合的な技術の開発、普及、指導等、効率的な管理技術を提供
するために設立された(財)道路保全技術センターは、専門的かつ高度な知識と業務
経験を持った人材を有しているため、道路管理データベースシステムの開発を昭和
６０年度から建設省の委託で行ってきたところである。また、平成９年度から導入した
改良型システムは、建設省の指導に基づき決定された仕様によって、(財)道路保全
技術センターが建設省に向けて自主開発した特定のシステムであり、他機関では開
発していないシステムである。
従って、本業務を適切に執行できるのは、道路管理データベースシステムに関する
総合的な技術力、経験等を有している(財)道路保全技術センターの他になく、当該セ
ンターと随意契約することが妥当である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を
行うものである。

その他のもの －

1494 （財）日本気象協会
青森河川国道事務所管内雪
氷予測業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森県青森市中央三丁目２０－３８

平成17年11月22日 13,776,000

当該業務は、同種、類似業務に卓越した豊富な経験と高度な判断を必要とすること
から、プロポーザル方式により実施業者の選定を行ったところである。
上記業者は、当事務所管内における気象予測及び路面温度予測に関して、豊富な
経験を有しており、また予測精度も高く、本業務に必要な高度な技術力を確保してい
るとともに、路面温度予測システムを構築し予測検証方法等にも精通していることか
ら、本業に も適した業者と認められる。
以上の理由により、本業務は会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
の規定に基づき随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための
準備に時間を要するもの（企画競争

を実施）

1495 （社）雪センター
道路消融雪設備調査検討業
務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森県青森市中央三丁目２０－３８

平成17年12月8日 30,660,000

当該融雪設備は、自然エネルギーを活用するという極めて高度な新技術（ＮＥＴＩＳ登
録済み）を採用していることから、施工後の運用によって現場における適用性等活用
の効果を検証していくことが必要であり、効果検証に当たっては、装置に内装した各
種測定データと、路面の融雪状態及び現地観測データとを密接に客観的に解析して
いく必要があることから、雪氷に対する消融雪技術の理解を深めた極めて専門的で
高度な技術的見識が必要である。
また、堤橋歩道の消融雪工法の検討については、一般地盤上の融雪と違い、橋上と
いう類似実績が殆ど無く、極めて気象条件の悪い場所での消融雪技術の導入検討
であり、 適な工法比較を行うにあたっては客観的で高度な技術見識が求められ
る。
（社）雪センターは、平成１４～１６年度まで類似施設の計測調査の実績を有していて
本業務の内容に精通していること、継続調査をすることによる一貫した評価検証が
得られることを考慮すると本業務を遂行するのは同法人において他に存在しない。
また、同法人は雪氷に関する多数の専門的な資料及びデータを保有含蓄していて、
かつ専門的な知識と業務経験を持った人材を有していることから、客観的で総合的
な評価検証が成されるものと判断される。
よって以上の理由から、会計法 第２９条の３ 第４項、予算決算及び会計令 第１０２
条の４ 第３号の規定により上記相手と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1496 （社）東北建設協会
八戸南道路事業認定申請図
書作成業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森県青森市中央三丁目２０－３８

平成17年7月15日 2,415,000

　本業務の主な内容は、事業認定申請書及び事業計画書の作成、同法第４条に規
定する土地等の管理者への意見照会書の作成及び事業認定申請に必要となる添
付図面の作成等である。
  これらの事業認定申請図書の作成にあたっては、土地収用法や施設構造令等の
関係法令を熟知し、さらに用地事務取扱細則等の関係例規に関する専門的な知識
が必要である。特に事業の公益性や土地利用の合理性等に関しては詳細かつ適正
な説明が必要であるため、より高度な専門的知識及び能力並びに信頼性が求めら
れる。
  また、本業務は任意協議と並行して作業を進める必要があり、起業者との緊密な
連携のもと、地権者との交渉経過等の関係情報を的確に判断のうえ業務を実施する
必要があるほか、地元自治体等との調整もあることから、地権者等の個人情報及び
地元自治体の行政情報に関する高度な守秘義務と行政事務に関する豊富な知識・
経験が必要とされる。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政の補完を行う公益法人であるが、行政的経験を基本とした土地収用
関係事務に関する十分な知識や能力、豊富な業務実績を有するとともに、公益法人
であることから特定の利害関係がなく、公平・中立な立場での対応、高度な秘密の保
持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
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1497 （社）東北建設協会
八戸バイパス事業認定申請
図書作成業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森県青森市中央三丁目２０－３８

平成18年3月14日 2,205,000

　本業務の主な内容は、事業認定申請書及び事業計画書の作成、同法第４条に規
定する土地等の管理者への意見照会書の作成及び事業認定申請に必要となる添
付図面の作成等である。
  これらの事業認定申請図書の作成にあたっては、土地収用法や施設構造令等の
関係法令を熟知し、さらに用地事務取扱細則等の関係例規に関する専門的な知識
が必要である。特に事業の公益性や土地利用の合理性等に関しては詳細かつ適正
な説明が必要であるため、より高度な専門的知識及び能力並びに信頼性が求めら
れる。
　また、本業務は任意協議と並行して作業を進める必要があり、起業者との緊密な
連携のもと、地権者との交渉経過等の関係情報を的確に判断のうえ業務を実施する
必要があるほか、地元自治体等との調整もあることから、地権者等の個人情報及び
地元自治体の行政情報に関する高度な守秘義務と行政事務に関する豊富な知識・
経験が必要とされる。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政の補完を行う公益法人であるが、行政的経験を基本とした土地収用
関係事務に関する十分な知識や能力、豊富な業務実績を有するとともに、公益法人
であることから特定の利害関係がなく、公平・中立な立場での対応、高度な秘密の保
持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1498
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

津軽ダム環境影響検討業務

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事務
所
青森県中津軽郡西目屋村大字田代
字神田５７

平成17年6月24日 39,900,000

大気環境の影響検討にあたっては、工事 盛期の工事量と粉じん・騒音等の発生
量を効率的に推定する必要があるため、ダム型式・規模別工事量ＤＢや大気環境Ｄ
Ｂを利用することが必要不可欠である。ＷＥＣが保有するこれらのＤＢは、長期間に
わたる調査・研究の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で
唯一信頼のおけるものである。水環境の影響検討にあたっては、将来の流域負荷を
推定した上で、貯水池内の水質を予測する必要がある。このためには、経年的水質
ＤＢやダム諸量ＤＢ等を利用し、既設ダムの諸元や流入量・放流量、流入水質・放流
水質を入力条件として、既設のダムにおいて予測モデルを検証した上でパラメータを
設定し、貯水池内水質シミュレーションを実施することが必要不可欠である。ＷＥＣが
保有する水質計算プログラムは、著作権法に基づき登録された唯一のプログラムで
あり、また、ＷＥＣが保有するこれらのＤＢについては、長期間にわたる調査・研究の
実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるも
のである。動植物、生態系等の影響検討にあたっては、事業区域及びその周辺に生
息する生物の生息環境を推定し、事業による改変区域を重ね合わせることにより、
事業の影響を予測することが必要であるため、河川水辺の国勢調査［ダム湖版］ＤＢ
を利用することが必要不可欠である。ＷＥＣが保有する当該ＤＢは、長期間にわたる
調査・研究の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信
頼のおけるものである。さらに、総合的な評価を行うには、高度な知識及び 新の情
報を関係する学識経験者等の協力のもとに蓄積していく必要があるとともに、全国
的な広範な知見のもとに、統一的に、行政上の政策検討として中立かつ公平な立場
から実施する必要がある。ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術
力を有しており、上記の理由から本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会
計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1499
（財）リバーフロント整備セン
ター

北上川景観形成計画検討業
務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年5月2日 14,700,000

本業務は、北上川の良好な景観形成を図る計画を検討するものである。検討にあ
たっては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、河川景観形成に関わる
全国の施策のデータを保有し、そのデータから河川景観の技術指針に関するデータ
を保有している必要があるが、そのようなデータを有しているのは当法人が唯一であ
る。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件
を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1500 （財）河川情報センター
岩手河川国道事務所洪水危
機管理演習企画運営業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年6月15日 10,185,000

　自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理を行えるようにする
ためには、シナリオのない状況の中で臨機の判断等の対処能力を向上させるため
の訓練が不可欠である。
　ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプレーヤーに分かれ、
コントローラーから付与される状況に応じてシナリオを知らされていないプレーヤー
がその場で判断し行動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法
である。
　当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について著作権を有してい
る。また、災害対応について、経験と代替性のない特定の知識等を有する演習実施
組織を擁する唯一の機関である。
　そのため、当該法人でなければ本検討業務において必要とする成果を得ることが
できないため、随意契約を行う。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３
号）

見直しの余地があるもの

①一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（5,076,000円、H19年度以降一般競
争入札に移行）

②随意契約によらざるを得ないもの
(5,109,000円）
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1501 （財）国土技術研究センター
一関遊水地堤防越流試験観
測システム検討業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年9月6日 20,790,000

　本業務を実施するには「洪水と堤防被害の因果関係」、「堤体の特性に応じた強化
対策工法」に関し専門的な知識と豊富な経験必要とする。
　上記推薦者は、これまで国内で発生した浸透や浸食による堤防被害や破堤に関
し、「被災要因と堤防評価」、「堤防の設計法及び対策工」に関する数多くの研究実
績を有し、業務経験も豊富であり、更に昨年度、一昨年度と一関遊水地越水実験検
討業務を受注し、本試験計画に精通していると共に、過去二カ年度の業務内容と一
貫した評価に基づく設計が必須であることから、本業務を実施することができるのは
上記推薦者以外無い。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号により、随意契約を
行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1502
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

下嵐江地区地すべり検討業
務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年5月13日 21,000,000

本業務は、下嵐江地すべり地区直轄地すべり対策について、解析結果から地すべり
防止工事完了判定及び完了後の監視体制について検討するものである。
本業務の実施にあたっては、全国の直轄地すべり対策事業の概成判断基準につい
て検討を行っており、「地すべり対策の概成判断」という新たな行政施策のとりまとめ
に対して専門的能力を有することが必要であるとともに、中立性・公平性など行政的
な判断が必要である。
当該機関は、直轄地すべり対策事業の概成判断に関する基準となる「直轄地すべり
防止工事の完了の考え方」の原案を作成した高い技術と知識を有するとともに、全
国全ての直轄地すべり対策事業の基本計画立案、地すべり機構解析や対策工効果
判定に関わる業務に携わっており、地すべりに関する豊富なデータベースを有し、地
すべり対策事業の概成判断に必要不可欠な地すべりに関するデータベースを活用
することができる等高度な知識、経験を有している。また、地すべり現象の任意の移
動方向を評価することができる３次元安定解析手法を開発するなど新しい安全度評
価を行うなど地すべり対策に関する概成判断能力が高く、かつ行政的な中立性・公
平性を有している。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1503 （財）先端建設技術センター 災害復旧事業監理検討業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年12月22日 9,870,000

本業務の実施にあたっては、事業執行体制、手順、事業監理及び業務の効率化に
向けた課題分析、改善手法の提案に必要な高度な知識と経験を必要とし、事業執行
に関する調査及びデータの分析並びに事業執行手法に関する問題・課題の整理と
改善・改良方策の検討を行うことから公平・中立的な立場を有することが不可欠であ
る。
財団法人先端建設技術センターは、先端的な技術に関する調査研究、開発及び普
及を図ることを目的に設立された公益法人であり、建設事業における事業マネジメン
ト技術の活用・普及に関して高度な専門的知識を持つ多数の技術者を保有するとと
もに河川、ダム、道路事業のマネジメントの実績を有している。平成１６年度砂鉄川
治水対策事業管理検討業務を実施しており、建設事業におけるマネジメント技術に
関する豊富な情報、経験、知識を有した唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定により、上
記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1504 （社）東北建設協会 樋門・樋管台帳作成業務委託

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年2月1日 5,460,000

　本業務の履行にあたっては、行政機関が実施する河川管理に関する豊富な知識
や経験が必要である。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川管理に関
する豊富な知識を有するとともに、河川法にも精通している。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1505 （財）先端建設技術センター
館坂橋橋脚撤去技術検討業
務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年2月7日 1,890,000

本業務の実施にあたっては、橋梁等の道路構造物の設計及び施工に関する技術や
コスト縮減、工期短縮等を含めた様々な先端技術に関する高度な専門知識や広範
な情報収集能力を持っているとともに、 新の技術情報等について熟知していること
が必要条件である。
財団法人先端建設技術センターは、先端的な技術に関する調査研究、開発及び普
及を図ることを目的に設立された公益法人である。
当該機関は、建設事業に係る施工計画、施工方法、施工の自動化、合理化、効率
化等々に関する各種事業や先端建設技術に係る情報の収集提供を行うなど、高度
な技術や専門的知識とこれらに関わる豊富な業務経験を有していることから、上記
法人が本業務を適切かつ的確に履行することができる唯一の機関であると判断され
る。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３項により随意契約を
行うものとする。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの（18年度から一般競
争入札等に移行）
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1506 （財）道路保全技術センター 道路管理施設調査管理業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年10月5日 19,950,000

本業務は、道路管理施設情報の統一的体系的な収集整備によるデータベース構築
により、より効率的な道路管理体制等の支援を図ることを目的とした道路管理データ
ベースシステムのデータベース更新やシステム管理及び工事施工業者が作成する
道路施設台帳の作成支援、技術審査、蓄積情報の更新・登録を行うものである。
本業務の履行に際しては、基幹となる道路管理データベース及び改良型システムに
関する充分な知識を必要とし、かつ高度な技術が必要である。
道路管理に関する総合的な技術の開発、普及、指導等、効率的な管理技術を提供
するために設立された（財）道路保全技術センターは、専門的かつ高度な知識と業
務経験を持った人材を有している。
（財）道路保全技術センターは、道路管理データベースの開発を昭和６０年度から建
設省の委託で行ってきたところである。
また、平成９年度から導入した改良型システムは、建設省の指導に基づき決定され
た仕様によって、（財）道路保全技術センターが建設省に向けて自主開発した特定の
システムであり、他機関では開発していないシステムである。
したがって、本業務を適切に執行できるのは、道路管理データベースシステムに関
する総合的な技術力と知識、経験等を有している（財）道路保全技術センター以外に
ない。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を
行うものである。

その他のもの －

1507 （財）道路保全技術センター
道路巡回支援システム導入
運用業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年1月20日 6,772,500

本業務は、水沢国道維持出張所において試行導入し、道路巡回における情報収集
記録のデータ化と事務処理作業の省力化に役立っている「道路巡回支援システム」
を盛岡、二戸国道維持出張所にも導入するもので、道路管理の基本ともなる道路台
帳附図等の基礎データ類のシステム登録整備や初期導入の操作指導等を行う業務
である。
「道路巡回支援システム」は、財団法人道路保全技術センターで開発し、関東地方
整備局や仙台河川国道事務所管内においても既に導入され、道路管理の効率化に
貢献しているもので、本システムを構成するモバイル端末機器及びパソコンに格納
する同システムのソフト類は、財団法人道路保全技術センターで開発したものであ
り、本システムの運用にあたっては他に適任がいない。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を
行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企
画競争を実施）

公募手続きを導入

1508 （財）道路保全技術センター
標識評価管理システム更新
業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年9月26日 13,860,000

本業務は、道路標識の整合性、連続性を図ることを目的として導入している標識評
価管理システムの更新（平成１６年度工事で整備した標識の追加、更新等）及びシス
テムの一部改良を実施するものである。
本システムは、（財）道路保全技術センターが開発したものであり、平成１５年度、岩
手河川国道事務所に導入している。
したがって、本業務を遂行できるものは、（財）道路保全技術センター以外になく随意
契約することが妥当である。
以上の理由により（財）道路保全技術センターと会計法第２９条３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号に基づき随意契約をするものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企
画競争を実施）

公募手続きを導入

1509 （財）日本気象協会
岩手河川国道事務所管内気
象・雪氷予測業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年11月15日 7,927,500

当業者は、標準プロポーザル方式による技術提案書が、他社に比べ優れていること
など、総合的に判断した結果、上記業者を特定したものである。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３項により随意契約を
行うものとする。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための
準備に時間を要するもの（企画競争

を実施）

1510 （社）雪センター
盛岡滝沢地区地吹雪対策検
討業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年12月19日 4,935,000

本業務を行う為には、風向・風速、気温、降雪量、視程等の気象観測デ－タを用い、
地吹雪解析に対する経験及び周辺地域の地形状況を踏まえた、地吹雪危険箇所の
特定及び地吹雪シミュレ－ション解析等による対策方法の検討を行わなければなら
ず、雪や風状対策の特殊な専門的経験・知識を有した者でなければならない。
(社)雪センタ－は、地域振興と国民生活の向上に寄与することを目的として設立され
た社団法人であり、雪に係わる総合的調査・研究を行い、雪に関するシミュレ－ショ
ンシステムやデ－タを数多く保有しており、雪や風況に関する専門的知識と経験を有
した唯一の機関である。本業務を適切に実施できる者は、(社)雪センタ－にかわる的
確な他社はいない。
よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により上記業者と随
意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1511 （社）東北建設協会
小鳥谷バイパス事業認定申
請図書作成業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年11月2日 2,173,500

  本業務の主な内容は、事業認定申請書（案）及び事業計画書の作成、同法第４条
に規定する土地等（以下「４条地」という。）の管理者調査並びに起業地表示図、４条
地表示図、管理者の意見照会図書、改築状況図及び用地取得状況表等の作成等
である。これらの図書の作成にあたっては、土地収用法や道路構造令等の関係法令
を熟知し、さらに用地事務取扱細則等の関係例規に関する専門的知識が必要であ
る。特に事業の公益性や土地利用の合理性等に関しては詳細かつ適正な説明が必
要であるため、より高度な専門的知識及び能力並びに信頼性が求められる。
  また、本業務は任意協議と並行して作業を進める必要があり、起業者との緊密な
連携のもと、地権者との交渉経過等の関係情報を的確に判断のうえ業務を実施する
必要があるほか、地元自治体等との調整もあることから、地権者等の個人情報及び
地元自治体の行政情報に関する高度な守秘義務と行政事務に関する豊富な知識・
経験が必要とされる。
  上記相手方は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共のために
行政の補完を行う公益法人であるが、行政的経験を基本とした土地収用関係事務
に関する十分な知識や能力、豊富な業務実績を有するとともに、公益法人であること
から特定の利害関係がなく、公平・中立な立場での対応、高度な秘密の保持が確保
できる。
  よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
  以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定に
より、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1512 （社）東北建設協会
石鳥谷築堤事業認定協議用
資料作成業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年2月21日 4,725,000

  本業務の主な内容は、事業認定申請書（案）及び事業計画書の作成、同法第４条
に規定する土地等（以下「４条地」という。）の管理者調査並びに起業地表示図、４条
地表示図、管理者の意見照会図書、改築状況図及び用地取得状況表等の作成等
である。これらの図書の作成にあたっては、土地収用法や道路構造令等の関係法令
を熟知し、さらに用地事務取扱細則等の関係例規に関する専門的知識が必要であ
る。特に事業の公益性や土地利用の合理性等に関しては詳細かつ適正な説明が必
要であるため、より高度な専門的知識及び能力並びに信頼性が求められる。
  また、本業務は任意協議と並行して作業を進める必要があり、起業者との緊密な
連携のもと、地権者との交渉経過等の関係情報を的確に判断のうえ業務を実施する
必要があるほか、地元自治体等との調整もあることから、地権者等の個人情報及び
地元自治体の行政情報に関する高度な守秘義務と行政事務に関する豊富な知識・
経験が必要とされる。
  上記相手方は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共のために
行政の補完を行う公益法人であるが、行政的経験を基本とした土地収用関係事務
に関する十分な知識や能力、豊富な業務実績を有するとともに、公益法人であること
から特定の利害関係がなく、公平・中立な立場での対応、高度な秘密の保持が確保
できる。
  よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
  以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定に
より、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1513 （社）東北建設協会
平泉バイパス事業認定申請
図書作成業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年8月10日 6,930,000

　本業務の主な内容は、事業認定申請書及び事業計画書の作成、同法第４条に規
定する土地等の管理者への意見照会書の作成及び事業認定申請に必要となる添
付図面の作成等である。
  これらの事業認定申請図書の作成にあたっては、土地収用法や施設構造令等の
関係法令を熟知し、さらに用地事務取扱細則等の関係例規に関する専門的な知識
が必要である。特に事業の公益性や土地利用の合理性等に関しては詳細かつ適正
な説明が必要であるため、より高度な専門的知識及び能力並びに信頼性が求めら
れる。
  また、本業務は任意協議と並行して作業を進める必要があり、起業者との緊密な
連携のもと、地権者との交渉経過等の関係情報を的確に判断のうえ業務を実施する
必要があるほか、地元自治体等との調整もあることから、地権者等の個人情報及び
地元自治体の行政情報に関する高度な守秘義務と行政事務に関する豊富な知識・
経験が必要とされる。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政の補完を行う公益法人であるが、行政的経験を基本とした土地収用
関係事務に関する十分な知識や能力、豊富な業務実績を有するとともに、公益法人
であることから特定の利害関係がなく、公平・中立な立場での対応、高度な秘密の保
持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）
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1514
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

胆沢ダム環境保全検討業務

溝口宏樹
東北地方整備局胆沢ダム工事事務
所
岩手県奥州市胆沢区若柳字下松原
７７

平成17年6月27日 53,497,500

生態系（上位性）や動植物の影響検討にあたっては、希少猛禽類や重要種の行動
圏、営巣環境、確認位置等と事業による改変区域を重ね合わせることにより、事業
の影響を予測することが必要であるため、猛禽類ＤＢや河川水辺の国勢調査［ダム
湖版］の重要種ＤＢを利用することが必要不可欠である。しかしながら、これらのデー
タは密猟・盗掘等の恐れがあることから公開されておらず、WECが保有するこれらの
ＤＢが唯一のものである。
また、水環境の影響検討にあたっては、将来の流域負荷を推定した上で、貯水池内
の水質を予測する必要がある。このためには、経年的水質ＤＢやダム諸量ＤＢ等を
利用し、既設ダムの諸元や流入量・放流量、流入水質・放流水質を入力条件として、
既設のダムにおいて予測モデルを検証した上でパラメータを設定し、貯水池内水質
シミュレーションを実施することが必要不可欠である。ＷＥＣが保有する水質計算プ
ログラムは、著作権法に基づき登録された唯一のプログラムであり、また、ＷＥＣが
保有するこれらのＤＢについては、長期間にわたる調査・研究の実績の中から構築
されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるものである。
さらに、総合的な評価を行うには、高度な知識及び 新の情報を関係する学識経験
者等の協力のもとに蓄積していく必要があるとともに、全国的な広範な知見のもと
に、統一的に、行政上の政策検討として中立かつ公平な立場から実施する必要があ
る。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理
由から本業務の目的を達成できる唯一の機関である。

見直しの余地があるもの
随意契約によらざるを得ないも
の（45,472,000円）

公募手続きを導入
（8,025,500円）

1515 （財）先端建設技術センター
胆沢ダムＥＭＳ運用に関わる
調査検討業務

溝口宏樹
東北地方整備局胆沢ダム工事事務
所
岩手県奥州市胆沢区若柳字下松原
７７

平成17年12月20日 5,985,000

本業務を履行するにあたっては、ＩＳＯ14001ＥＭＳに関する高度な知識を有するとと
もに、公平かつ中立性のある広範囲な知見を有していること、胆沢ダムＥＭＳの取組
み内容を熟知していることが求められる。
（財）先端建設技術センターは、建設分野における先端建設技術の研究、開発及び
普及を目的に設置された法人である。また、建設事業に係る環境保全、改善等の調
査研究を行うとともに、国土交通省のＩＳＯ14001に基づくモデル事業の円滑な実施を
目的に設置された「ＩＳＯ14001に基づくモデル事業を実施するための検討委員会」の
運営支援を行い、全国多数の事務所のＥＭＳの構築・運用支援など、これまでの経
緯等について十分熟知していること、ＩＳＯ14001内部監査員研修機関であるなど、本
業務に必要とされる高度な知識及び体制を有している唯一の機関である。さらに公
益法人であることから、行政的視点に立って、公平かつ中立性を確保しながら業務
を遂行することができる。また、平成９年度から胆沢ダムＥＭＳの導入に関する調査
検討業務及び運用支援業務の実績を持ち、胆沢ダムＥＭＳの取組み内容に精通・熟
知している。
以上のことから、本業務を実施できる者は、上記法人の他になく、会計法第２９条の
３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、上記法人と随意契約するもので
ある。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1516 （財）海洋架橋・橋梁調査会 橋梁建設技術支援業務
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川４番１号

平成17年4月1日 28,560,000

本業務は、一般国道２８３号仙人峠道路「枯松沢橋」等，管内における橋梁建設の設
計・施工に関する技術支援を行う業務である。
枯松沢橋は、３径間連続ローゼ形式で橋長310ｍ，鋼重約3,700ｔの大規模橋梁であ
るとともに，施工に関しても難度の高い技術が必要とされる特殊な橋梁である。
このような特殊な橋梁建設を円滑に完成させるためには行政的な経験を基本とした
知識・技術が特に必要であるとともに，継続的な視点が必要不可欠である。更に，本
業務を遂行するにあたっては、長大橋梁の技術特性を把握するとともに、設計条件・
設計手法に関して広範な知識と経験、適切な判断力，また，工場製作・架設方法へ
の理解度等，設計から現場施工まで一貫した高い技術力が必要である。
同法人は，海峡横断プロジェクトをはじめ、離島架橋事業から海外の長大橋梁プロ
ジェクトに至るまで、数多くの技術調査・技術検討を行っており、国土交通省をはじめ
公的発注機関からの業務委託においても架橋に関する計画、設計等に幅広い実績
を有しており，本業務に精通している。
以上の事から民間コンサルタントにはない高度な技術、経験、人材を有していると判
断できるものであり、本業務を遂行できる唯一の契約対象である。
したがって、会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３号の規定により、財
団法人海洋架橋・橋梁調査会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企

画競争を実施）
公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1517 （財）先端建設技術センター
宮古道路事業プロジェクトマ
ネジメント導入検討業務

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川４番１号

平成17年11月21日 17,955,000

本業務の実施にあたっては、事業執行体制、手順、事業監理に精通し、業務の効率
化に向けた課題分析、改善手法の提案に必要な高度な知識と経験を有し、また、プ
ロジェクトマネジメント手法導入・構築に必要な高度な知識と豊富な経験を有するこ
と、及び事業完成までの長期に亘る事業執行全体について、行政の意思決定の進
行プロセスにかかわることなど他行政機関との協議や事業執行監理手法に関する
改善・改良方策の検討を行うことから、公平・中立的な立場を有することが必要であ
る。
財団法人先端建設技術センターは、公益法人で公平中立な立場であり、建設事業
における建設マネジメント技術の活用・普及・に関して高度な専門的知識を有する多
数の技術者を有し、建設事業におけるプロジェクトマネジメントの収集・蓄積・評価を
行うなど、道路プロジェクトマネジメント技術に関する豊富な情報、経験、知識を有し
ている。
また、上記相手方はプロジェクトマネジメントと公共事業の双方に関して高度な知識
と情報を有しており、その調査研究開発及び普及を目的としている国内唯一の専門
機関である。
よって、本業務は当該法人が唯一の契約相手であり、上記相手方以外には契約で
きる者がいないことから、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号に
基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1518 （社）雪センター
仙人峠道路冬期路面管理検
討業務

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川４番１号

平成17年11月11日 4,578,000

本業務の履行にあたっては、路面凍結対策に対する高度な知識と豊富な経験が必
要であるとともに、道路路面凍結対策技術を熟知している経験者を有する相手方と
契約する必要がある。
（社）雪センターは、雪及び凍結対策等に関する総合的な調査・研究等を行う法人で
あり、雪崩・地吹雪・凍結・道路情報システム・新エネルギーによる雪対策等の調査・
計画をはじめ、事業計画の立案や評価等を行っており、凍結路面対策に関する高度
な専門知識を有するとともに、路面凍結対策技術を熟知した技術者も多く有してい
る。
さらに、同法人は、東北地方整備局管内における山岳部道路の熱源利用したを空気
熱や地中熱・地下水等の自然エネルギーを活用した多くの業務実績と、豊富な経験
を有しており、本業務を適切に遂行できる唯一の契約対象者である。
よって、本業務を実施できるものは、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法第２９条の３条４項予決令第１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約をするものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1519 （財）道路保全技術センター
道路管理施設データ管理業
務

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川４番１号

平成17年9月26日 9,891,000

本業務は、三陸国道事務所管内における道路管理データベース（以下「MICHI」とい
う）への 新情報の供給とその管理を目的とし、別途作成される本年度及び前年度
までの工事にかかる施設データの各情報について、作成支援や技術審査、蓄積情
報の更新・登録等を行う業務である。
本業務の履行に際しては、基幹となる「MICHI」システムに関し、専門的かつ高度な
知識と業務経験を有していることが不可欠である。
財団法人道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、技術開
発、システム開発整備、技術の普及・指導、情報の収集整理及び提供等を行い、効
率的かつ合理的な道路保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に
貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的として設立された公益法人である。
同センターは、本業務の基幹システムである「MICHI」システムの開発元であり、同シ
ステムに関する専門的かつ高度な知識と業務経験を持った人材を有する唯一の機
関である。従って、本業務を適切に履行できるのは、上記の財団法人道路保全技術
センターをおいて他にない。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、随意契約
を行うものである。

18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わな
いもの

－

1520 （財）日本気象協会 三陸国道気象・雪氷予測業務
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川４番１号

平成17年11月24日 9,933,000

本業務の遂行にあたっては、高度な知識と豊富な経験を必要とすることから、建設コ
ンサルタント選定委員会を開催し、標準型プロポーザル方式（総合評価型）により業
者の選定をおこなったところである。財団法人　日本気象協会は、同種及び類似業
務に豊富な経験を有した技術力を保有しており、同選定委員会においては技術提案
書の内容について も優れた提案をしたことを高く評価されたことから本業務に も
適した業者と認められる。
以上の理由により、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により上
記業者と随意契約を行うものとする。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための
準備に時間を要するもの（企画競争

を実施）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1521 （財）道路保全技術センター
「道の駅」の防災拠点化に関
する検討業務

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川４番１号

平成17年12月26日 34,125,000

本業務は、昨年１０月に発生した新潟県中越地震時において「道の駅」が有効に活
用されたことを受け、東北管内の「道の駅」を防災拠点として有効活用するための整
備基本方針の検討を行い、津波災害対応が早急に求められている「道の駅　たろう」
の整備基本方針を作成するものである。
本業務は「道の駅」を取り扱うことから公共性の高い業務であり、財団法人道路保全
センターは「道の駅」事業の推進として全国「道の駅」連絡会の事務局運営、また、
道路防災業務の支援や高度化に向けた取り組みを行っていることから、「道の駅」制
度について十分な基礎知識を有し、なおかつ道路防災に関する高度な知識を有して
いる。
財団法人道路保全センターは、新たに「道の駅」防災拠点化するための指針（案）作
成の業務として、関連する多くの「道の駅」からの情報等の集約が可能で、特定の利
害関係を持たずに行政的見地からの公正中立な立場による検討が行える唯一の法
人である。
よって、本業務を的確に実施できるのは、上記法人以外に無い。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、
上記法人と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企
画競争を実施）

公募手続きを導入

1522
（財）リバーフロント整備セン
ター

阿武隈川下流鳥類スポットセ
ンサス調査業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年6月29日 4,935,000

本業務は、水辺の国勢調査の調査手法の見直しのために、試行的に鳥類調査を行
い、その適用性を検討するものである。検討にあたっては、多くの知識と高度な技術
力が必要であるとともに、全国の水辺の国勢調査のデータを保有し、そのデータから
様々な調査手法ごとの特性について整理したデータを保有している必要があるが、
そのようなデータを有しているのは当法人が唯一である。また、検討にあたっては、
厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満たすのは当該財団以外に
ない。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1523
（財）リバーフロント整備セン
ター

名取川（藤塚地区）景観評価
検討業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年10月12日 14,857,500

本業務は、名取川の景観評価を行い、良好な景観を形成するための方策を検討す
るものである。検討にあたっては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、
河川景観形成に関わる全国の施策のデータを保有し、そのデータから河川景観の
技術指針としてのデータを保有している必要があるが、そのようなデータを有してい
るのは当法人が唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が
必要であり、これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1524 国土環境（株）
海岸構造物生態系影響調査
業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年11月8日 7,875,000

当業務の履行にあたっては，平成15年度に建設コンサルタント選定委員会の議を経
て，プロポーザル方式により業者選定を行った。
国土環境株式会社は，同選定委員会において も優れた提案を行った技術者であ
ると特定され，平成15年度は，周辺環境調査並びに海岸構造物の材質や設置経過
年数による生態系形成過程等の違いについての調査を行った。また，平成16年度
は，それらの継続調査と材質の違いによる生態系早期回復の効果を検討した。
今年度は継続調査を行うとともに，これまでの調査結果を基に総合的な検討結果を
とりまとめるものであり，過年度に履行した者に契約の相手方が特定される。
よって，本業務を履行できる者は，上記業者の他にない。
以上のことから，会計法29条の3第4項及び予決令102条の4第3号の規定により，上
記業者と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1525 （財）道路新産業開発機構
大崎地区道路利活用検討業
務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年4月1日 17,955,000

本業務の遂行にあたっては、ノンストップ自動料金支払いシステム（ＥＴＣ）に関する
研究開発についての実績を有すること、実験機器の検討にあたり、民間独自の開発
技術の活用や、関連有料道路管理者との調整が必要であり、官民の中立的立場に
よる情報収集・調整能力を有すること、新規のシステム開発に伴う検証試験の実績
を有していること等の条件を十分に満たし、幅広い観点から総合的に検討する高度
な能力を有している必要がある。
財団法人道路新産業開発機構は、「道路に関連する新しい産業分野について調査
研究を行うとともにその開発プログラムを策定すること等により、道路機能の健全な
発展と道路整備の拡充に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与
すること」を目的に設立された法人である。
当該法人は、ノンストップ自動料金支払いシステム（ＥＴＣ）に関する研究開発、仕様
作成について実績があるとともに、現行ＥＴＣの仕様化における実績を有することか
ら、ＳＡ・ＰＡ版スマートＩＣのシステム検討中における詳細な技術検討・調整が可能で
ある。さらにＤＲＳＥ（狭域専用通信）を活用した研究開発に関し、検証試験の実績を
有していることから、これら関連技術及び当該法人が保有する調査研究のノウハウ
を活用して行政的観点で業務を実施することが可能である。
以上のように、当該法人は、この分野において高度かつ先進的な技術と経験を有し
ており、民間コンサルタントとの競合を許さないことから、同法人は、本業務の目的に
適う調査検討ができる唯一の契約対象と判断される。（会計法２９条の３第４項及び
予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するための
準備に時間を要する（一般競争入
札に移行1,395,000円、企画競争に

移行16,560,000円）

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1526 （財）道路新産業開発機構
仙台北部地区道路利活用検
討業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年11月30日 110,040,000

本業務の遂行にあたっては、ノンストップ自動料金支払いシステム（ＥＴＣ）に関する
研究開発についての実績を有すること、実験機器の検討にあたり、民間独自の開発
技術の活用や、関連有料道路管理者との調整が必要であり、官民の中立的立場に
よる情報収集・調整能力を有すること、新規のシステム開発に伴う検証試験の実績
を有していること等の条件を十分に満たし、幅広い観点から総合的に検討する高度
な能力を有している必要がある。
財団法人道路新産業開発機構は、「道路に関連する新しい産業分野について調査
研究を行うとともにその開発プログラムを策定すること等により、道路機能の健全な
発展と道路整備の拡充に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与
すること」を目的に設立された法人である。
当該法人は、ノンストップ自動料金支払いシステム（ＥＴＣ）に関する研究開発、仕様
作成について実績があるとともに、現行ＥＴＣの仕様化における実績を有することか
ら、ＳＡ・ＰＡ版スマートＩＣのシステム検討中における詳細な技術検討・調整が可能で
ある。　　　さらにＤＲＳＥ（狭域専用通信）を活用した研究開発に関し、検証試験の実
績を有していることから、これら関連技術及び当該法人が保有する調査研究のノウ
ハウを活用して行政的観点で業務を実施することが可能である。
以上のように、当該法人は、この分野において高度かつ先進的な技術と経験を有し
ており、民間ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄとの競合を許さないことから、同法人は、本業務の目的に適う
調査検討ができる唯一の契約対象と判断される。（会計法２９条の３第４項及び予決
令１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1527 （財）日本気象協会
仙台河川国道事務所管内雪
氷予測業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年11月30日 20,044,500

当該業務は雪氷予測の予測地点及び予測区間の気象特性や地域特性、路面温度
における変化傾向の把握等について高度な知識と豊かな経験を必要とすることか
ら、仙台河川国道事務所建設コンサルタント選定委員会を実施し、標準プロポーザ
ル方式（総合評価型）により設計者の選定を行ったところである。
上記業者は、同選定委員会において も優れた提案をした設計者であると評価さ
れ、本業務に も適した業者と認められる。
以上の理由により、本業務は会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号により随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための
準備に時間を要するもの（企画競争

を実施）

1528 （社）雪センター
除雪作業の効率化に関する
検討業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年12月15日 9,555,000

本業務の遂行にあたっては、除雪作業による路面状態を客観的に確認できる指標
の検討を行うことから、路面凍結等に関する幅広いデータの保有が必要であるととも
に冬期道路管理技術に関する専門的知識が不可欠である。
社団法人　雪センターは、路面の凍結防止方法に関する情報をはじめ冬期道路管
理のみならず雪国の現状や問題点について豊富なデータを保有している。また、全
国の雪寒地域にある1,300市町村のうち約６割の会員を有し、全国の雪国の自治体
と一体となった雪対策に取り組んでいる唯一の団体であり、雪に関わる専門家等に
よる委員会を組織し官学民各界との連携を取りながら雪対策の調査、計画を推進し
行政上の知識　・経験も豊富である。
したがって、社団法人　雪センターは、本業務遂行にあたって民間コンサルタントに
はない高度な専門知識経験と多くの蓄積データを保有し、総合的な判断ができる唯
一の機関であると考えられるため、会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３項の規定により随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1529 （財）道路保全技術センター 路上工事縮減対策検討業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年7月4日 9,345,000

本業務は、仙台市内の路上工事縮減施策を決定するための具体的な資料を作成す
ることと合わせて、路上工事縮減対策協議会の企画運営を行うものである。
本業務の履行にあたっては、路上工事の縮減に向けての取り組みについて、道路利
用者及び地域住民等に対してわかりやすく伝えることが重要であるとともに、路上工
事の縮減に関する行政的、専門的な内容を的確に理解し、企画運営に反映させるこ
とが必要である。さらに、路上工事縮減対策協議会の企画運営においては、各占用
企業者との調整、その後の検討においては学識経験者との調整等も必要になること
から、行政的経験を基本とした幅広い知識が要求される。
（財）道路保全技術センターは、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会
公共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした道路保全事
業に関する豊富な知識を有しており、また、路上工事縮減対策検討委員会の設立当
時から資料の収集、分析、委員会の運営に関わっていることから、学識経験者及び
関係機関との調整、的確な企画運営業務の実績に関しては他の追随を許さない。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に
より、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1530 （財）道路保全技術センター 道路管理施設調査管理業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年11月25日 16,548,000

本業務は、道路管理施設情報の統一的・体系的な整備によるデータベース構築によ
り、より効率的な道路管理体制等の支援を図ることを目的とした道路管理データ
ベースシステムのデータベースの更新やシステム管理を行うものである。
道路管理に関する総合的な技術の開発、普及、指導等、効率的な管理技術を提供
するために設立された（財）道路保全技術センターは、道路管理データベースシステ
ムの開発を昭和６０年度から建設省（現国土交通省）の委託で行ってきたところであ
る。また、平成９年度から導入の改良型システムは建設省（現国土交通省）に向けて
自主開発した特定のシステムであり、他機関では開発していないシステムである。
従って、本業務を適切に執行できるのは、道路管理データベースシステムに関する
総合的な技術力、経験等を有している（財）道路保全技術センターの他にない。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を
行うものである。

その他のもの －

1531 （財）道路保全技術センター 天王橋調査・対策検討業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年9月21日 16,695,000

本業務は、一般国道４５号宮城県桃生郡河南町鹿又地内旧北上川に架橋されてい
る天王橋において、平成７年度より継続監視してきた下部工の垂直変位量が、平成
１７年度に入ってから急激な上昇傾向にあることから、変位の原因究明と二次的災
害の未然防止対策について調査・検討を行うものである。　また、重要構造物である
ことから緊急性を要するため、「東北地方整備局」と「財団法人　道路保全技術セン
ター」とで締結している「道路防災ドクター」制度を活用し、道路防災ドクターからの技
術的支援に基づいた検討を併せて行うものである。本業務を行うには、緊急性を要
し迅速な処理が要求されることから、橋梁の上部工及び下部工の補修・補強に関し
て専門的な立場から高度な知見を有する橋梁技術の専門家を即日派遣可能である
ことが必要であり、道路防災全般に関する専門知識や業務　経験を有し、且つ、危
険箇所の安定状態及び対策の必要性、緊急性等を的確に判断する高度な技術力を
有した人材を有していることが必要である。財団法人　道路保全技術センターは、
「道路防災ドクター制度」に基づき「道路防災ドクター」と連携を図りながら業務を適
切に遂行できる唯一の団体であり、制度に基づいた道路防災ドクターの派遣実績を
数多く有している。また、道路保全、道路防災に関する豊富な知識と業務経験を有
し、且つ、高度な技術力を持った人材を多数保有している。以上、上記法人は、業務
遂行にあたっての必要要件を満たしており、本業務を的確に実施できるものは上記
法人の他にいない。よって、会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３項の
規定により随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企
画競争を実施）

公募手続きを導入

1532 （財）道路保全技術センター
国道４号舗装流動対策調査
検討業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成18年3月14日 5,250,000

本業務は、一般国道４号宮城県栗原市築館町において施工済みの排水性舗装につ
いて、既設中間層の健全度評価及び修繕対策工法の検討を行うものである。
近年、騒音の低減・視認性、耐久性向上等の機能を有した高機能舗装（排水性舗
装）が脚光を浴び、都市部を中心に採用が普及している。しかしながら、表層部のみ
を置き換える修繕工事において、既設アスファルト混合物においてアスファルト被膜
の剥離現象により、比較的早期に側方流動を起こすなどの不具合が全国的に生じ
ている。
このようなことから、既設中間層の健全度評価が重要な課題となっている。
当該箇所の排水性舗装の表層に流動等の異常が見られることについて調査・分析
を行い、原因を究明して対策を擁立するものである。
本業務を行うには、周辺住民や道路交通にも大きな影響を与える為緊急性を要し迅
速な処理が要求されることから、排水性舗装に関して専門的な立場から高度な知見
を有する舗装技術の専門家を即日派遣可能であることが必要であり、道路の保全全
般に関する専門知識や業務経験を有した人材を有していることが必要である。
財団法人　道路保全技術センターは、道路の保全に関する情報を組織的に収集・蓄
積し、それらを活用して調査研究を行っており、排水性舗装に関する性能評価、維持
管理方法の検討等の業務において経験が豊富で、卓越した成果を上げている。ま
た、アスファルト事前審査を実施している機関であり、道路防災ドクター等の専門家
委員を擁している。
以上、上記法人は、業務遂行にあたっての必要要件を満たしており、本業務を的確
に実施できるものは上記法人の他にいない。
よって、会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３項の規定により随意契約
を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企
画競争を実施）

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1533 （社）東北建設協会
仙台北部道路事業認定申請
資料作成業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年6月24日 13,545,000

　本業務の主な内容は、事業認定申請書及び事業計画書の作成、同法第４条に規
定する土地等の管理者への意見照会書の作成及び事業認定申請に必要となる添
付図面の作成等である。
  これらの事業認定申請図書の作成にあたっては、土地収用法や施設構造令等の
関係法令を熟知し、さらに用地事務取扱細則等の関係例規に関する専門的な知識
が必要である。特に事業の公益性や土地利用の合理性等に関しては詳細かつ適正
な説明が必要であるため、より高度な専門的知識及び能力並びに信頼性が求めら
れる。
  また、本業務は任意協議と並行して作業を進める必要があり、起業者との緊密な
連携のもと、地権者との交渉経過等の関係情報を的確に判断のうえ業務を実施する
必要があるほか、地元自治体等との調整もあることから、地権者等の個人情報及び
地元自治体の行政情報に関する高度な守秘義務と行政事務に関する豊富な知識・
経験が必要とされる。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政の補完を行う公益法人であるが、行政的経験を基本とした土地収用
関係事務に関する十分な知識や能力、豊富な業務実績を有するとともに、公益法人
であることから特定の利害関係がなく、公平・中立な立場での対応、高度な秘密の保
持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1534 （社）東北建設協会 坂下拡幅資料作成業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年6月28日 5,145,000

　本業務の主な内容は、事業認定申請書（案）及び事業計画書の作成、同法第４条
に規定する土地等（以下「４条地」という。）の管理者調査並びに起業地表示図、４条
地表示図、管理者の意見照会図書、改修状況図及び用地取得状況表等の作成等
である。
　これらの図書の作成にあたっては、土地収用法や道路構造令等の関係法令を熟
知し、さらに用地事務取扱細則等の関係例規に関する専門的知識が必要である。特
に事業の公益性や土地利用の合理性等に関しては詳細かつ適正な説明が必要で
あるため、より高度な専門的知識及び能力並びに信頼性が求められる。
　また、本業務は任意協議と並行して作業を進める必要があり、起業者との緊密な
連携のもと、地権者との交渉経過等の関係情報を的確に判断のうえ業務を実施する
必要があるほか、地元自治体等との調整もあることから、地権者等の個人情報及び
地元自治体の行政情報に関する高度な守秘義務と行政事務に関する豊富な知識・
経験が必要とされる。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政の補完を行う公益法人であるが、行政的経験を基本とした土地収用
関係事務に関する十分な知識や能力、豊富な業務実績を有するとともに、公益法人
であることから特定の利害関係がなく、公平・中立な立場での対応、高度な秘密の保
持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定に
より、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1535 （社）東北建設協会
桃生登米道路事業認定申請
図書作成等業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成18年2月14日 3,150,000

　本業務の主な内容は、事業認定申請書及び事業計画書の作成、同法第４条に規
定する土地等の管理者への意見照会書の作成及び事業認定申請に必要となる添
付図面の作成等である。
  これらの事業認定申請図書の作成にあたっては、土地収用法や施設構造令等の
関係法令を熟知し、さらに用地事務取扱細則等の関係例規に関する専門的な知識
が必要である。特に事業の公益性や土地利用の合理性等に関しては詳細かつ適正
な説明が必要であるため、より高度な専門的知識及び能力並びに信頼性が求めら
れる。
  また、本業務は任意協議と並行して作業を進める必要があり、起業者との緊密な
連携のもと、地権者との交渉経過等の関係情報を的確に判断のうえ業務を実施する
必要があるほか、地元自治体等との調整もあることから、地権者等の個人情報及び
地元自治体の行政情報に関する高度な守秘義務と行政事務に関する豊富な知識・
経験が必要とされる。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政の補完を行う公益法人であるが、行政的経験を基本とした土地収用
関係事務に関する十分な知識や能力、豊富な業務実績を有するとともに、公益法人
であることから特定の利害関係がなく、公平・中立な立場での対応、高度な秘密の保
持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1536 （財）国土技術研究センター
鳴瀬川堤防強化検討業務（一
式）

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成17年11月22日 9,975,000

　本業務を実施するには鳴瀬川沿川の地形・地質、同河川の堤防特性、さらには堤
防被災形態と安定性の関係、堤防の質的向上のための強化工法等に関し専門的な
知識と豊富な経験を必要とする。
　また、堤防安定性に関する調査・検討の考察にあたり、堤防に関する様々な事例・
情報を収集しつつ総合的な見地からの判断が求められるなど高度な技術力を必要
とする。
　（財）国土技術研究センターは、平成１５年７月発生の宮城県北部連続地震におい
て被災した鳴瀬川堤防について、その被災要因の解明及び復旧対策を主な内容と
した業務経験を有し鳴瀬川の堤防特性を十分熟知している。
　また、これまで国内外をはじめとする堤防機能評価、堤防の浸透・耐震設計、堤防
安定のための調査手法・技術指針の検討など数多くの研究実績を有し、高度な技術
力を有する。
　よって、本業務を実施できる者は上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1537 （財）先端建設技術センター
鳴瀬川中流部改修事業管理
支援システム検討業務（一
式）

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成18年1月16日 6,825,000

　本業務を実施するには公共事業はもちろんのこと河川事業に精通し、かつ、各事
業を効果的・効率的に実施していくための課題抽出及び対応方策、監理能力等専門
的な知識と豊富な経験を必要とする。
　また、プロジェクトマネジメント手法の検討では、対象となる河川事業に対応した新
技術など施工に関する情報、他事業でのマネジメント事例等から も当該河川事業
に適した手法を導き出すなど総合的判断・高度な技術力を必要とする。
　さらに未実施事業も含めたマネジメントの検討を実施することから、高度な守秘義
務及び信頼性が求められる。
　（財）先端建設技術センターは、先進的な技術に関する調査研究・開発及び普及を
図ることを目的に設立された公益法人であり、建設事業に係る施工計画、施工方
法、マネジメント、建設副産物の利用及び処理、技術の活用、先端技術に係る情報
の提供を行うなど高度な技術及び知識並びに豊富な業務経験を有している。
　また、当該センターは国内で河川改修事業をはじめとして大規模な公共事業に係
るプロジェクトマネジメントに関する検討を実施している唯一の公益法人である。
　さらに、公益法人であることから特定の利害関係がなく、公平・中立な立場での対
応、高度な秘密の保持が確保できる。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1538 （財）河川情報センター
地震災害危機管理検討業務
（一式）

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成17年12月20日 3,780,000

　自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理を行えるようにする
ためには、シナリオのない状況の中で臨機の判断等の対処能力を向上させるため
の訓練が不可欠である。
　ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプレーヤーに分かれ、
コントローラーから付与される状況に応じてシナリオを知らされていないプレーヤー
がその場で判断し行動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法
である。
　当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について著作権を有してい
る。また、災害対応について、経験と代替性のない特定の知識等を有する演習実施
組織を擁する唯一の機関である。
　そのため、当該法人でなければ本検討業務において必要とする成果を得ることが
できないため、随意契約を行う。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３
号）

見直しの余地があるもの

①一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（1,884,000円、H19年度以降一般競
争入札に移行）

②随意契約によらざるを得ないもの
（1,896,000円）

1539
（財）リバーフロント整備セン
ター

北上川下流域鳥類環境保全
方策検討業務（一式）

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成18年2月23日 5,985,000

本業務は、北上川下流での鳥類の生息場の保全を図る方策の検討を行うものであ
る。検討にあたっては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、河川生態
について全国の情報を保有し、そのデータから河道特性と河川生態についての関係
を体系的に整理したデータを保有している必要があるが、そのようなデータを有して
いるのは当法人が唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が
必要であり、これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1540 （財）河川情報センター
地震災害危機管理演習運営
補助業務（一式）

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成17年9月8日 997,500

　自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理を行えるようにする
ためには、シナリオのない状況の中で臨機の判断等の対処能力を向上させるため
の訓練が不可欠である。
　ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプレーヤーに分かれ、
コントローラーから付与される状況に応じてシナリオを知らされていないプレーヤー
がその場で判断し行動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法
である。
　当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について著作権を有してい
る。また、災害対応について、経験と代替性のない特定の知識等を有する演習実施
組織を擁する唯一の機関である。
　そのため、当該法人でなければ本検討業務において必要とする成果を得ることが
できないため、随意契約を行う。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３
号）

見直しの余地があるもの

①一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（497,500円、H19年度以降一般競
争入札に移行）

②随意契約によらざるを得ないもの
（500,000円）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1541 （財）国土技術研究センター
東北地域における広域地方
圏の形成に資する総合交通
体系検討業務

佐々木透
東北幹線道路事務所
仙台市太白区郡山字源兵衛東６３

平成18年1月17日 32,445,000

本業務では、東北地域の道路施策の方向性の検討及び東北地域の総合的な交通
体系のあり方を検討するために、今までの道路施策や現在行われている成果主義
に基づく道路行政マネジメント及び国土政策や東北管内６県、市町村の地域振興施
策等について熟知している必要がある。
財団法人国土技術研究センターは、寄附行為に基づき、「地域整備、都市整備、大
規模プロジェクト等の構想及びマスタープラン等の立案並びにこれらに必要な調査
研究」、「道路、河川、海岸、都市施設、住宅等の整備、利用、保全その他の管理に
関し、特に高度かつ総合的な建設技術を要する調査研究」等の事業を実施している
法人であり、昭和48年の設立以来、数多くの実績を有している。
財団法人国土技術研究センターは、これまで「道路行政に関するコミュニケーション
活動及び道路整備五カ年計画策定に関する検討業務」、「国土のあるべき姿を実現
するための総合的な交通体系整備のあり方に関する調査」、「新しい地域構造の再
構築のための交通に係るデータ整理検討調査」等を通して、道路施策及び道路行政
マネジメント、国土の総合交通体系づくりに参画している機関である。
また、地域的な観点からは、「地方都市再生の推進に資する元気なまちづくり方策検
討調査」、「広域的な交流促進及び地域活性化方策の検討調査」等を通じて地域づ
くりに精通しているとともに、高規格幹線道路等の整備効果、道路整備施策等を数
多く実施しており、「施策の評価に関する調査検討業務」等を通じて、評価に関し豊
富な知見を有している。
以上のことから、本業務を遂行する上で十分な能力を有する法人は、財団法人国土
技術研究センターをおいて他になく、同財団が当該業務を も効率的に実施し得る
法人である。よって、会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号の規定によ
り財団法人国土技術研究センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1542 八千代エンジニアリング（株）
気仙沼高田道路調査設計業
務

佐々木透
東北幹線道路事務所
仙台市太白区郡山字源兵衛東６３

平成17年6月6日 2,625,000

本業務の遂行にあたっては、優れた技術者の保有、及び的確で実現性のある実施
方針作成等、総合的な技術力が必要とされるものであり、プロポーザル方式による
技術提案書の審査を行った。
八千代エンジニヤリング（株) 東北支店は、昨年度プロポーザル方式による技術提
案書の審査で、業務実施方針及び手法等において優れ、総合評価で も優れる審
査結果となっており、今年度も引き続き契約を行うものである。
以上から、会計法第２９条の３第４項、及び予決令第１０２条の４第３号により上記業
者と随意契約を行うものである。

その他のもの
一般競争入札等に移行するための
準備に時間を要するもの（企画競争

を実施）

1543 八千代エンジニアリング（株） 気仙沼道路他調査設計業務
佐々木透
東北幹線道路事務所
仙台市太白区郡山字源兵衛東６３

平成18年2月27日 3,045,000

本業務の遂行にあたっては、優れた技術者の保有及び地域状況の特性把握等をふ
まえた効率的で実現性のある実施方針作成等、総合的な技術力が必要とされるも
のであり、プロポーザル方式による技術提案書の審査を行った。
八千代エンジニヤリング株式会社東北支店は、プロポーザル方式による技術提案書
の審査で、優れた技術者の配置や業務実施方針及び手法等において優れ、総合評
価で も優れる審査結果となったため、契約を行うものである。
以上から、会計法第２９条の３第４項、及び予決令第１０２条の４第３号により上記業
者と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための
準備に時間を要するもの（企画競争

を実施）

1544 （財）河川情報センター
子吉川洪水予測システム作
成業務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年9月21日 24,780,000

本業務を実施するにあたっては次の要件を必要とする。
１）レーダー雨量計の生データを合成して雨量の把握（合成データの作成）を行うこと
により従来の予測システムより正確で適切な     雨量を把握し、水災害防止に反映
する。
２）水位予測についてはこれまでの貯留関数法を用いた流出モデルより精度が高い
分布型流出モデルを用いて、より実態に近い流出量を算定し、高精度の洪水予測シ
ステムを構築する。
上記財団は、レーダー雨量計の生データをベースに地上雨量データで補正する合成
データの作成を行うレーダー雨量合成システムの著作権を保有している。
また、分布型流出モデルによる水位予測に対して、十分な技術力と経験豊富な人材
を多数有しており、昨年度、子吉川の分布型流出モデルを構築するなど、豊富な業
務実績をも有している。
さらに上記財団は、河川行政に詳しい見識を持ち、水災害による被害の軽減及び危
機管理並びに河川の適正な管理等に関する行政的視野にたった唯一の公益法人で
ある。
よって会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号によ
り、当該財団と随意契約を締結するものである。

その他のもの －（Ｈ１７年度に限る）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1545 （社）日本建設機械化協会
一般国道７号仁賀保本荘道
路トンネル群の施工に関する
技術業務

川﨑茂信
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年6月14日 17,325,000

本業務を行うにあたっては、次の要件を満たす必要がある。
　・３本のトンネルは、いずれも土被りが小さく固結度の低い地山に計画され、トンネ
ル掘削においては変位の増大、変状の発生等、地山の挙動に注意する必要があ
る。
　・掘削機械は新技術の油圧式トンネル切削機を採用することから、歩掛調査を行う
が、掘削能力は地質状況に大きく左右されることから的確に把握する必要がある。
　・本業務を実施するにはトンネル施工について高度の専門知識と技術力が不可欠
である。
（社）日本建設機械化協会施工技術総合研究所は建設機械及び機械化施工に関す
る調査・試験・研究・開発等を行っており、また、トンネル施工についての高度の専門
知識を持つ技術者を多数有しており、特にトンネル工に関しては、特殊工法の調査・
検討をはじめ、数多くの施工管理業務と施工実態調査の実績があり、業務を円滑に
遂行できる唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により上記相手方
と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するた
めの準備に時間を要するもの
（企画競争を実施）

公募手続きを導入

1546 （社）雪センター
管内高規格道路防雪柵検討
業務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年12月5日 9,870,000

業務の遂行にあたっては、下記の条件を満たしている必要がある。
・雪害対策やそれに類する技術開発に関して豊富な業務実績及び経験を有し、専門
知識と高度な技術力を持った人材を多数保有していなければならない。
・冬期の気象及び凍雪害などに関して幅広い専門知識を有し、現地気象や防雪柵等
について、それらの知識・経験に基づいた適切な統計・解析が実施できなければなら
ない。
上記『社団法人　雪センター』は、雪に関する調査・研究・技術開発・技術交流等を推
進することにより、雪に対する安全性、快適性の向上を図り、地域振興と国民生活の
向上に寄与することを目的とし、平成２年１１月に設立された専門機関であり、各種
ガイドラインの発刊など、雪氷対策技術に関する豊富な経験と知識、高度な技術力
を有している人材を多数保有し、防雪柵の設置に関する解析・検討を多数実施して
いる。
また、東北地方道路雪対策検討委員会の路面凍結対策検討委員会において事務
局を担当する等、東北における冬期間の道路状況・地形・気象・雪氷現象を熟知して
いる唯一の機関である。
以上、上記法人は、業務遂行にあたっての必要要件を全て満たしており、本業務を
的確に実施できるものは上記法人の他にいない。
よって、会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３号の規定により、上記法
人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1547 （財）道路保全技術センター 道路施設情報登録管理業務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年10月19日 7,455,000

本業務は、秋田河川国道事務所が管理する一般国道７号、13号及び46号の道路施
設に関するデータが正確に作成されているか審査し、道路管理データベースシステ
ム（以下「MICHI」という。）へのデータ更新を行うとともに、システム管理を行うもので
ある。
本業務を行うに当たって、次の要件を満たす必要がある。
・MICHIで整備するデータ項目数は約1,700あり、工事請負者が該当するデータを正
確に作成しているか審査するには、工事内容を理解する専門知識とMICHIを熟知し
ている必要がある。
・工事請負者が作成したMICHIデータの更新とMICHIの管理を行うには、本システム
に精通し専門的な知識が必要である。
財団法人道路保全技術センターは、道路保全技術に関する情報収集や調査研究等
を行うことを目的に設立された財団法人で、特に、MICHIに関してはシステム開発当
初から手がけており、本業務を適切に執行できる者は、MICHIシステムに精通し、総
合的な技術力、専門的知識等を有している上記法人の他にない。
以上の理由により、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により随
意契約を行うものである。

18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わな
いもの

－



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1548 （財）道路保全技術センター
新直轄区間管理方式検討業
務

川﨑茂信
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年6月21日 11,655,000

本業務は、日本海沿岸自動車道本荘－岩城間について「新直轄方式」による整備手
法で整備するとした国土開発幹線自動車建設会議の方針を受け、管理体制および
管理施設配置等、直轄道路としての適切な管理方式を検討することを目的とするも
のである。
業務の遂行にあたっては、下記の条件が必要がある。
１）道路行政経験を基本とした道路行政全般に関する豊富な知識や経験が必要であ
る。
２）道路整備計画、道路管理等の行政上の専門的な知識や業務執行形態、組織形
態等具体的な業務執行体制に精通している必要がある。
３）専門的かつ高度な知識と業務経験を有する人材を多数有している必要がある。
４）新直轄区間の管理方式の検討は、全国で初めての検討内容であり、行政上の
様々な情報を取り扱うこととなり、業務上で知り得た情報においては、高度な情報管
理の保持が必要である。
財団法人道路保全技術センタ－は、道路保全の技術に関する調査研究、技術開
発、システム開発整備、技術の普及・指導、情報の収集整理及び提供等を行い、効
率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献
し、国民生活の向上に寄与することを目的として設立された公益法人であり、道路整
備計画、道路管理水準および道路管理・保全に関する道路行政全般の豊富な経験
と知識を有する専門的かつ高度な知識と業務経験を持った人材を有しており、道路
管理・保全に関する行政関連業務の実績が多く、本業務に必要な道路管理・保全に
関する調査研究、開発等の専門技術分野では国内唯一の機関である。
よって、本業務を遂行できる者は、上記財団法人の他にいない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意
契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企
画競争を実施）

公募手続きを導入

1549 （財）道路空間高度化機構
国道７号・本荘道路空間有効
活用検討業務

川﨑茂信
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年6月17日 20,128,500

本業務は、日本海沿岸の主要幹線道路であるとともに、本荘市街地への北の玄関
口として鳥海山の美しい景観を望むことができる国道７号、本荘大橋～旧国道三叉
路の２．４km区間について、既存の道路幅員を活かしつつ周辺の事業計画等も踏ま
えたうえで、沿道地域住民との連携を図りながら、整備後の維持管理も視野に入れ
た道路空間有効活用の検討を複数年のわたり行うものである。
業務の遂行にあたっては、下記の要件を満たしている必要がある。
・　学識経験者等に専門的見地からの意見や助言を頂くため、委員会運営方針を採
用して検討を進めることが可能であること。
・　将来的にはボランティアサポ－トプログラムのような市民参画型の管理を想定し
ているため、地元説明会やワ－クショップの運営について精通・熟知し、沿道住民と
連携を図りながら検討を進めることが可能であること。
・　バリアフリ－や景観といった「安全・潤い・憩い」を求める多様なニ－ズと道路空間
有効活用の先進的な取り組みに精通していること。
『財団法人　道路空間高度化機構』は、道路空間高度化事業に関する調査研究等を
行うことにより、道路整備と併せた良好な市街地形成を目指し、活力ある地域社会
の創生と国民生活の向上を目的に設立された団体であり、以下に示す実績を有して
いる。
１）　「巣鴨地区歩行空間整備検討業務（平成１５年度）」など、道路空間有効活用に
関する業務実績が豊富であり、その中で多くの委員会運営方式による検討を行って
いる。
２）　「仙台国道管内道路景観評価検討業務（平成１５年度）」など、受託業務を通じ
て多くのアンケ－ト調査、ワ－クショップ、社会実験等のＰＩを運営した経験を有してお
り、住民参加による業務遂行について精通・熟知している。
３）　「道路空間のあり方－道路空間高度化論－に関する調査研究（平成１５年度）」
など、道路空間の有効活用に関して様々な視点からの自主研究活動を行っており、
官民連携はもちろんのこと、バリアフリ－や景観に関しても豊富な専門知識を有して
いる。
以上、上記法人は、業務遂行にあたっての必要要件を全て満たしている他、本業務
に深く関係する「本荘・国道７号道路空間有効活用検討業務（平成１６年度）」を受注
しており、本業務をを実施するにあたって、上記法人以外に的確なものはいない。
よって、会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３項の規定により随意契約
を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企

画競争を実施）
公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1550 （財）道路保全技術センター 仙岩トンネル補修設計業務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年8月22日 19,950,000

本業務は、一般国道４６号田沢湖町生保内地内の「仙岩トンネル」内部において、路
面変状が発見され、二次災害等の発生が懸念されるため緊急に復旧対策工の設計
を行うものである。
また、緊急性を要するため「東北地方整備局」と「財団法人道路保全技術センタ－」
とで締結している「道路防災ドクタ－制度」を活用し、道路防災ドクタ－からの技術的
支援に基づいた検討を併せて行うものである。
業務の遂行にあたっては、下記の要件を満たしている必要がある。
・　緊急を要し迅速な処理が要求されるため、トンネルの補修・補強に関し、専門的
立場から高度な知見を有するトンネル技術の専門家を即日現地に派遣することが可
能であること。
・　道路防災全般に関する豊富な専門知識や業務経験を有し、且つ、危険箇所の安
定状態及び対策の必要性・緊急性を的確に判断する高度な技術力を有した人材を
多数保有し、緊急対応が可能であること。
財団法人道路保全技術センタ－は、道路の一般交通に危険が生じるなど、緊急事
態が発生した場合、道路防災全般に関する豊富な専門知識並びに高度な技術力を
有する学識経験者等が専門的立場から技術的支援を行う「道路防災ドクタ－制度」
を東北地方整備局と締結しており、制度に基づいた緊急対応が可能な体制を確立し
ている。
また、道路保全技術に関する調査研究、技術・システム開発整備、技術の普及・指
導、情報の収集整理及び提供等を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図
り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目
的として、平成２年１１月に設立された専門機関であり、以下に示す実績を有してい
る。
1) 「道路防災ドクタ－制度」に基づいた調査・検討及び技術的支援等について、「道
路防災ドクタ－」と連携を図りながら適切に業務を遂行できる唯一の団体であり、制
度に基づいた道路防災ドクタ－の派遣実績を数多く有している
2)　道路防災・保全に関する豊富な知識と業務経験を有し、かつ高度な技術力を
持った人材を多数保有している。
以上、上記法人は、業務遂行にあたっての必要要件を全て満たしており、本業務を
的確に実施できるものは上記法人の他にいない。
よって、会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３項の規定により随意契約
を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企
画競争を実施）

公募手続きを導入

1551 （財）道路保全技術センター
国道４６号道路防災管理・監
視体制検討業務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年9月14日 12,915,000

本業務は、一般国道４６号、大仙市協和荒川地内の事前通行規制区間において、道
路管理者としての管理体制の確立と本省通達（H14.3.27）「道路通行規制基準の緩
和に係わる当面の運用について」への対応を目的に、「東北地方整備局」と「財団法
人道路保全技術センタ－」とで締結している「道路防災ドクタ－制度」を活用し、事前
通行規制区間の管理・監視マニュアル(案)の作成を行い、基準の緩和・見直しの方
向性を３ヶ年にわたり検討するものである。
　　１年目（Ｈ１６）：現地状況調査、基礎デ－タ収集・整理・分析、規制緩和方針検討
    ２年目（Ｈ１７）：管理基準値検討、管理・監視体制検討、検討会の開催
　　３年目（Ｈ１８）：規制緩和に関わる申請書類等作成
業務の遂行にあたっては、下記の要件を満たしている必要がある。
・　災害等緊急事態における対応等の経験が豊富な「道路防災ドクター」からの意見
や助言を頂き、事前通行規制区間の解除・規制緩和に向け有事を想定した管理基
準の策定が可能であること。
・　道路防災管理全般の専門知識を有し、且つ、危険箇所の安定状態及び対策の必
要性・緊急性を的確に判断する高度な技術的能力を有していること。
財団法人道路保全技術センタ－は、道路防災全般に関する豊富な専門知識並びに
高度な技術力を有する学識経験者等が専門的立場から技術的支援を行う「道路防
災ドクタ－制度」を東北地方整備局と締結しており、豊富な経験と実績を有した「道
路防災ドクター」からの意見や助言に基づいた業務遂行が可能な体制を確立してい
る。
また、道路保全技術に関する調査研究、技術・システム開発整備、技術の普及・指
導、情報の収集整理及び提供等を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図
り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目
的として、平成２年１１月に設立された専門機関であり、以下に示す実績を有してい
る。
1) 「道路防災ドクタ－制度」に基づいた調査・検討及び技術的支援等について、「道
路防災ドクタ－」と連携を図りながら適切に業務を遂行できる唯一の団体であり、制
度に基づいた道路防災ドクタ－の派遣実績を数多く有している他、東北地方整備局
管内では、Ｈ１３年度以降、事前通行規制区間４地区（関山、栗子、主寝坂、好間地
区）の緩和見直し検討業務を実施している。
2)　道路防災・保全に関する豊富な知識と業務経験を有し、かつ高度な技術力を
持った人材を多数保有している。
以上、上記法人は、業務遂行にあたっての必要要件を全て満たしており、本業務を的
きるものは上記法人の他にいない。
よって、会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３項の規定により随意契約を
のである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企
画競争を実施）

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1552 （財）日本気象協会
秋田河川国道事務所管内雪
氷予測業務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年11月1日 9,880,500

本業務を実施するにあたっては、管内の局地気象特性に精通し、且つ同種業務の
経験を豊富に有していることが求められる他、適中率の高い雪氷予測は必要不可欠
であるため、広く技術提案を求めることを目的に標準プロポ－ザル方式による業者
の選定を行ったところである。
上記業者は、他社と比較し優れた提案を行ったものとして評価され、本業務を遂行
するにあたって も相応しい業者と認められる。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約す
るものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための
準備に時間を要するもの（企画競争

を実施）

1553 （社）雪センター
国道４６号堀木橋冠雪対策検
討業務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年10月26日 8,095,500

業務の遂行にあたっては、下記の要件を満たしている必要がある。
・　雪害対策やそれに類する技術開発に関して豊富な業務実績及び経験を有し、専
門知識と高度な技術力を持った人材を多数保有していなければならない。
・　冬期の気象及び凍雪害などに関して幅広い専門知識を有し、現地気象や構造物
の冠雪状況等について、それらの知識・経験に基づいた適切な統計・解析が実施で
きなければならない。
上記『社団法人　雪センター』は、雪に関する調査・研究・技術開発・技術交流等を推
進することにより、雪に対する安全性、快適性の向上を図り、もって地域振興と国民
生活の向上に寄与することを目的とし、平成２年１１月に設立された専門機関であ
り、各種ガイドラインの発刊や新たな冠雪防止工法の開発など、雪氷対策技術に関
する豊富な経験と知識、高度な技術力を有している人材を多数保有し、平成９年以
降、北陸地整や北海道、福島県、新潟県等において、橋梁冠雪対策の解析・検討を
多数実施している。
また、東北地方道路雪対策検討委員会の路面凍結対策検討委員会において事務
局を担当する等、東北における冬期間の道路状況・地形・気象・雪氷現象を熟知して
いる唯一の機関である。
以上、上記法人は、業務遂行にあたっての必要要件を全て満たしており、本業務を
的確に実施できるものは上記法人の他にいない。
よって、会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により随意契約
を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1554 （社）雪センター
凍結抑制剤散布実態調査業
務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-29

平成18年1月5日 6,090,000

本業務を行うに当たっては、次の要件を満たす必要がある。
・路面の詳細な凍結抑制剤散布を把握するため、線的データに関わる収集可能な技
術と冬期道路管理に関する専門的な知識及び能力が必要である。
・路面凍結に関する幅広いデータの保有と観測データの妥当性に関して的確な照査
能力を必要とする。
（社）雪センターは、サーマルマッピング調査の活用による路面の凍結防止方法の考
え方に関するシステム特許を取得しており、線的な路面情報の収集・整理に関して
の専門的な知識を有しており、冬期道路管理のみ成らず雪国の現状や問題点につ
いて豊富なデータを保有している。また、北陸地方整備局管内数箇所において凍結
防止剤散布実態把握・散布効率化の業務を以前から実施しており十分な実績を有し
ている。
（社）雪センターは多数の雪寒地域にある市町村の会員を有し、全国の雪国の自治
体と一体となった雪対策に取り組んでいる唯一の機関であり、雪に関わる専門家等
による委員会を組織し官学民各界との連携を取りながら雪対策の調査、計画を推進
し行政上の知識・経験も豊富である。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上の理由により、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第３
号により同法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1555 （社）東北建設協会 未取得土地調査業務（河川）

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年11月10日 4,620,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明
の補助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が
極めて高い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の
醸成が不可欠なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務
員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知
識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高
度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1556 （社）東北建設協会 未取得土地調査業務（道路）

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年9月28日 7,770,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明
の補助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が
極めて高い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の
醸成が不可欠なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務
員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知
識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高
度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
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契約を締結した日
契約金額
（円）
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1557 （財）国土技術研究センター 大久保堰管理運用検討業務

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所
秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

平成17年7月5日 14,805,000

  本業務は、堰の管理方策に精通し、また、河川管理施設の構造やゴムを素材とす
る水理構造物に関する極めて高度かつ専門的な情報や知識を有する者に契約の相
手方が特定される。
　　上記の相手方は、堰の管理に関しては平成11年度から平成13年度にかけて堰
の標準的操作規則検討業務を実施し、「堰の操作規則作成の手引き（案）」を作成す
るとともに、平成9年の河川法改正（樹林帯の規定等）に伴う河川管理施設等構造令
の改正を受けて、平成12年に「解説・河川管理施設等構造令」を編集した実績も有
する。また、ゴム素材とする水理構造物に関する検討として、平成12年に「ゴム引布
製起伏堰技術基準（案）」の作成を行っているなど本検討を行うにあたって豊富な知
識と経験を持つ唯一の法人であり、平成１５年度及び平成１６年度に堰の基本的な
特徴及び課題・追跡調査計画の検討及び現地調査を行っている実績がある。
  よって、本業務を実施できる者は、上記相手方の他にない。
  以上のことから、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号の規定によ
り、上記相手方と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1558 （財）先端建設技術センター
雄物川中流部事業監理検討
業務

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所
秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

平成17年12月5日 8,085,000

本業務の遂行にあたっては、発注者の事業執行体制、手順、事業監理に精通し、発
注者が行う業務の効率化に向けた課題分析、改善手法の提案及びＰＭ手法導入・
構築に必要な高度な知識と豊富な経験を有し、また、事業完成までの長期に亘る事
業執行全体について、行政の意思決定の進行プロセスにかかわること等、他行政機
関との協議や事業執行監理手法に関する改善・改良方策の検討を行うことから、公
平・中立的な立場を有する者に契約の相手方が特定される。
上記の相手方は、「建設事業に係る先端的な技術に関する調査研究、開発及び普
及を図ることにより、国土基盤整備の推進を図り、もって国民生活の安定と向上に資
すること」を目的として設立された財団法人であり、「ISOマネジメントシステム適用検
討業務（平成12年～現在）」における、国土交通省内の「ＰＭ研究会」の事務局を通
じての建設マネジメントシステムに関する検討、「砂鉄川緊急治水事業監理検討業
務（平成１５年～）」、「成瀬ダム事業監理検討業務（平成１６年度）」等の各種事業に
おけるＰＭ導入支援を実施し、豊富な調査研究実績などＰＭ導入に関する高度な知
識、経験を有している唯一の機関である。また、建設事業へのプロジェクトマネジメン
トの円滑な導入に関する調査研究及び普及を行っている公平・中立的な公益法人で
あり、本業務を実施できる者は、上記相手方の他にない。
以上のことから、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号の規定によ
り、上記相手方と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1559 （財）先端建設技術センター
雄物川上流部堰改築事業検
討業務

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所
秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

平成18年2月2日 8,085,000

　本業務の遂行にあたっては、発注者が行う業務の効率化に向けた課題分析、改善
手法の検討など高度な知識と経験が不可欠であり、かつ、他の行政機関との協議等
が必要であることから、公平・中立的な立場を有する者に契約の相手が特定される。
　上記の相手は、「建設事業に係る先端的な技術に関する調査研究、開発及び普及
を図ることにより、国土基盤整備の推進を図り、国民生活の安定と向上に資するこ
と」を目的として設立された財団法人であり、建設事業に関するマネジメントシステム
の検討や施工計画、施工方法、先端建設技術に係る情報の収集・提供を行うなど、
高度な知識と経験・技術を有している機関であり、公平・中立的な公益法人であるこ
とから、本業務を実施できる者は上記相手方の他にない。
　以上のことから、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号の規定によ
り、上記相手方と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1560
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

成瀬ダム環境保全検討業務

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所
秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

平成17年8月4日 14,490,000

ダムの自然と調和し、動植物に配慮した施設の検討を、水源地域整備計画づくりの
一環として実施するためには、河川水辺の国勢調査DB、全国水源地域センサスＤ
Ｂ、全国水源地域整備計画DBを利用することが必要不可欠である。WECが保有す
るこれらのDBは、長期間に亘る調査・研究の実績の中から構築され、また近年の状
況を把握しつつ更新されているものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のお
けるものである。　また、高度な知識及び 新の情報を関係する学識経験者等の協
力のもとに蓄積してゆく必要があるとともに、全国的な広汎な知見のもとに、統一的
に、行政上の政策検討として中立かつ公平な立場から実施する必要がある。ＷＥＣ
は、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由から
本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法２９条の３第４項及び予決令
１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入
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1561 （財）ダム技術センター 成瀬ダム合理化検討業務

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所
秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

平成18年1月12日 14,700,000

本業務の対象となるダムは、特に複雑な地質条件の地点に計画されていることな
ど、全国のダムサイトの中でも特に設計・施工計画の立案にあたって特に難易度が
高いフィルダムである。このため、本業務においては、全国の様々な地質条件のもと
で計画・設計・施工されたフィルダムの設計・施工条件及びその決定経緯に係るデー
タベースが必要不可欠であるが、これらを有するのは当法人しかない。また、設計・
施工方法の検討における合理化策の検討においては、様々な技術開発動向等を踏
まえた特定コンサルタントや施工業者の視点によらない中立的、公平的かつ行政的
な立場から真に公益性の高い技術提案を行うことが必要である。これらの条件を満
たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1562
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

成瀬ダム環境影響検討業務

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所
秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

平成17年8月9日 43,680,000

生態系（上位性）や動植物の影響検討にあたっては、希少猛禽類や重要種の行動
圏、営巣環境、確認位置等と事業による改変区域を重ね合わせることにより、事業
の影響を予測することが必要であるため、猛禽類ＤＢや河川水辺の国勢調査［ダム
湖版］の重要種ＤＢを利用することが必要不可欠である。しかしながら、これらのデー
タは密猟・盗掘等の恐れがあることから公開されておらず、WECが保有するこれらの
ＤＢが唯一のものである。
また、水環境の影響検討にあたっては、将来の流域負荷を推定した上で、貯水池内
の水質を予測する必要がある。このためには、経年的水質ＤＢやダム諸量ＤＢ等を
利用し、既設ダムの諸元や流入量・放流量、流入水質・放流水質を入力条件として、
既設のダムにおいて予測モデルを検証した上でパラメータを設定し、貯水池内水質
シミュレーションを実施することが必要不可欠である。ＷＥＣが保有する水質計算プ
ログラムは、著作権法に基づき登録された唯一のプログラムであり、また、ＷＥＣが
保有するこれらのＤＢについては、長期間にわたる調査・研究の実績の中から構築
されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるものである。
さらに、総合的な評価を行うには、高度な知識及び 新の情報を関係する学識経験
者等の協力のもとに蓄積していく必要があるとともに、全国的な広範な知見のもと
に、統一的に、行政上の政策検討として中立かつ公平な立場から実施する必要があ
る。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理
由から本業務の目的を達成できる唯一の機関である（会計法２９条の３第４項及び予
決令１０２条の４第３号）。

見直しの余地があるもの
随意契約によらざるを得ないも
の（37,128,000円）

公募手続きを導入
（6,552,000円）

1563 （財）河川情報センター 防災演習企画運営業務

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所
秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

平成17年10月24日 5,775,000

　自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理を行えるようにする
ためには、シナリオのない状況の中で臨機の判断等の対処能力を向上させるため
の訓練が不可欠である。
　ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプレーヤーに分かれ、
コントローラーから付与される状況に応じてシナリオを知らされていないプレーヤー
がその場で判断し行動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法
である。
　当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について著作権を有してい
る。また、災害対応について、経験と代替性のない特定の知識等を有する演習実施
組織を擁する唯一の機関である。
　そのため、当該法人でなければ本検討業務において必要とする成果を得ることが
できないため、随意契約を行う。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３
号）

見直しの余地があるもの

①一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（2,878,000円、H19年度以降一般競
争入札に移行）

②随意契約によらざるを得ないもの
（2,897.000円）

1564 （財）河川情報センター
雄物川上流域分布型洪水予
測モデル検討業務

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所
秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

平成17年9月22日 23,415,000

当該財団は、レーダ雨量計の合成プログラム（特許出願中）について著作権を有し
ているシステムの開発者として、当該合成システムについて、代替性のない特定の
知識等を有している。本流出予測システムは、リアルタイム、オンラインで当該合成
システムを用いるものであり、当該財団は開発ができる唯一の者である。（会計法２
９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

①一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（11,707,500円、H１９年度以降一般
競争入札に移行）

②随意契約によらざるを得ないもの
（11,707,500円）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1565 （財）道路保全技術センター 道路施設情報管理業務

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所
秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

平成17年7月25日 11,760,000

本業務は、「道路管理データ活用システム」のシステム管理を行うものである。
「道路管理データ活用システム」は、全国直轄国道の道路施設に関する情報のデー
タベースシステムであり、質の高い道路管理、道路利用者サービスの向上、効率的
な道路整備の支援を目的に導入されたものであり、本業務の履行に際しては、道路
管理データベースシステムに関する十分な知識を必要とし、かつ高度な技術が必要
である。
財団法人道路保全技術センターは、道路保全技術に関する情報収集や調査研究等
を行うことを目的に設立された財団法人で、「道路保全に関する情報の収集整理及
び提供」の一環として、道路管理施設情報の体系的な収集整備及びシステム開発を
行う唯一の公益法人である。
特に、「道路管理データ活用システム」に関しては昭和６０年度の開発当初から手が
け、平成１５年度の開発された統合型システムは国土交通省の指導により決定され
た仕様に基づき、（財）道路保全技術センターが国土交通省に向けて自主開発した
特定のシステムであり、他機関で同様のシステムはない。
従って、本業務を適切に執行できるのは、道路管理データベースシステムに関する
総合的な技術力・経験を有している財団法人道路保全技術センターの他になく、当
該センターと随意契約をすることが妥当である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を
行うものである。

18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わな
いもの

－

1566 （社）雪センター
凍結抑制剤散布実態調査業
務

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所
秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

平成18年1月23日 4,305,000

（社）雪センターは、サーマルマッピング調査の活用による路面の凍結防止剤散布方
法の考え方に関する特許（特許番号２９７２１７３号）を取得しており、凍結防止剤を
効果的・効率的に活用するための線的な路面情報の収集と、その結果を用いた路
面凍結を予測する方法に関しての専門的な知識を有している。
また、北陸地方整備局管内数箇所において凍結防止剤散布実態把握、線的路温予
測システムの導入検討、散布効率化の業務を以前から実施しており、十分な実績を
有している。
（社）雪センターは多数の雪寒地域にある市町村の会員を有し、全国の雪国の自治
体と一体となった雪対策に取り組んでいる唯一の機関であり、雪に関わる専門家等
による委員会を組織し官学民各界との連携を取りながら雪対策の調査、計画を推進
し行政上の知識・経験も豊富である。
従って、本業務を遂行する条件を満たすのは（社）雪センター以外にいないと判断さ
れるため、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号を適用し、随意
契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1567 （社）雪センター 雄勝地区雪崩調査業務

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所
秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

平成17年12月20日 3,780,000

社団法人雪センターは、官学民協力して雪に関する諸問題に総合的に取り組み、活
力ある雪国づくりを目指す核として地域振興と国民生活の向上に寄与することを目
的に設立された公益法人である、そのため当センターは、積雪寒冷地域における冬
期の交通や除雪の実態を十分に熟知しているとともに、東北地方の冬期道路交通
及び雪対策施設並びに雪氷災害に関するデータバンクの整備及び独自の資料を保
有しているうえ、雪氷災害の予測や防止対策に関する評価の業務経験が豊富で且
つ、同様の業務を昨年度実施している。また、雪害等の評価に関する独自のシステ
ムの開発のほか、雪に関する今日の状況に先見的かつ総合的に対応すべく、技術
開発や調査研究などをとおして、豊で活力ある雪国づくりに積極的に取り組んでい
る。さらに、専門的かつ高度な技術・知識と業務経験を持った人材を有しており、本
業務の調査・検討を円滑に行える唯一の機関である。
従って、本業務を適切に執行できるのは、本業務に関する総合的な技術力、経験等
を有する社団法人雪センターの他にない。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を
行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1568 （社）東北建設協会
大橋交差点改良事業認定協
議用資料作成業務

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所
秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

平成17年12月16日 4,830,000

　本業務の主な内容は、事業認定申請書及び事業計画書の作成、同法第４条に規
定する土地等の管理者への意見照会書の作成及び事業認定申請に必要となる添
付図面の作成等である。
  これらの事業認定申請図書の作成にあたっては、土地収用法や施設構造令等の
関係法令を熟知し、さらに用地事務取扱細則等の関係例規に関する専門的な知識
が必要である。特に事業の公益性や土地利用の合理性等に関しては詳細かつ適正
な説明が必要であるため、より高度な専門的知識及び能力並びに信頼性が求めら
れる。
  また、本業務は任意協議と並行して作業を進める必要があり、起業者との緊密な
連携のもと、地権者との交渉経過等の関係情報を的確に判断のうえ業務を実施する
必要があるほか、地元自治体等との調整もあることから、地権者等の個人情報及び
地元自治体の行政情報に関する高度な守秘義務と行政事務に関する豊富な知識・
経験が必要とされる。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政の補完を行う公益法人であるが、行政的経験を基本とした土地収用
関係事務に関する十分な知識や能力、豊富な業務実績を有するとともに、公益法人
であることから特定の利害関係がなく、公平・中立な立場での対応、高度な秘密の保
持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
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1569 （財）道路保全技術センター
道路管理施設情報登録管理
業務

林崎吉克
東北地方整備局能代河川国道事務
所
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

平成17年11月1日 13,440,000

本業務は、能代河川国道事務所が管理する一般国道７号に関する「道路管理データ
ベースシステム」を一元化に管理運営する業務であり、データベースとしての統一性
や信頼性を確保するためのデータ更新整備及びシステムの維持管理を行うととも
に、道路管理等の業務支援を促進するため、資料管理データベース、附属物管理
データベース等の業務支援システムについて整備計画を策定するものである。
　「道路管理データベースシステム」は、全国的に統一され共通のシステム構築とい
う政策的な要請を受け、平成２年度から官・学・民の協力により開発・改良が進めら
れているもので、本業務の履行にあたり、「道路管理データベースシステム」の内容
を熟知していることが必要である。
上記法人は、道路保全の技術に関する調査研究、開発等を行うことにより効率的か
つ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民
生活の向上に寄与することを目的に設立された公益法人であり、「道路管理データ
ベースシステム」を開発整備し、プログラム・関連仕様書・マニュアルの著作権を有し
ていることから、本業務に必要な技術的知識と経験を有している。
よって、本業務を実施できるものは上記法人の他にない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随
意契約を行うものである。

18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わな
いもの

－

1570 （財）日本気象協会
能代河川国道事務所管内雪
氷予測業務

林崎吉克
東北地方整備局能代河川国道事務
所
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

平成17年12月15日 9,660,000

本業務を行うにあたっては、当事務所が行っている降雪量及び路面状況判断等の
実測データを入手し、解析及び検証し対象地域の地形等による気象の変化、地域特
性を加味して気象状況の予測を行うものであり、気象予測技術とともに冬期間にお
ける路面凍結状況等の的確な予測技術等、高度な知識と豊かな経験を必要とする
ことから建設コンサルタント選定委員会を開催し、総合評価型プロポーザル方式によ
り業者の選定を行ったところである。
上記業者は、同種及び類似業務に豊富な経験と高度な技術力を有した技術者を保
有しており、技術提案書の内容についても も優れた提案であると判断されたことか
ら、上記業者を特定したものである。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき、
上記業者と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための
準備に時間を要するもの（企画競争

を実施）

1571 （社）雪センター 地吹雪予測情報提供業務

林崎吉克
東北地方整備局能代河川国道事務
所
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

平成17年9月2日 10,258,500

本業務の履行にあたっては地吹雪予測を実施するため、対象地域における気象観
測データの蓄積と気象特性の熟知、また、地吹雪予測業務に関する豊富な経験と雪
に関する幅広く高度な専門知識が必要である。
社団法人雪センターは、雪に関する研究開発・技術交流の推進により積雪地域にお
ける安全性、快適性の向上を図り、地域振興と国民生活の向上に寄与することを目
的に設立された唯一の公益法人であり、雪に関して幅広く高度な専門知識を有し、
総合的な検討に対応できる機関である。また、過年度に実施した地吹雪予測業務を
通じて、能代河川国道事務所管内の地吹雪予測に関する豊富な気象データ、経験、
専門知識を有している。よって、本業務を実施できるものは、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1572 （社）東北建設協会 事業認定申請図書作成業務

林崎吉克
東北地方整備局能代河川国道事務
所
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

平成17年11月24日 9,450,000

　本業務の主な内容は、事業認定申請書及び事業計画書の作成、同法第４条に規
定する土地等の管理者への意見照会書の作成及び事業認定申請に必要となる添
付図面の作成等である。
  これらの事業認定申請図書の作成にあたっては、土地収用法や施設構造令等の
関係法令を熟知し、さらに用地事務取扱細則等の関係例規に関する専門的な知識
が必要である。特に事業の公益性や土地利用の合理性等に関しては詳細かつ適正
な説明が必要であるため、より高度な専門的知識及び能力並びに信頼性が求めら
れる。
  また、本業務は任意協議と並行して作業を進める必要があり、起業者との緊密な
連携のもと、地権者との交渉経過等の関係情報を的確に判断のうえ業務を実施する
必要があるほか、地元自治体等との調整もあることから、地権者等の個人情報及び
地元自治体の行政情報に関する高度な守秘義務と行政事務に関する豊富な知識・
経験が必要とされる。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政の補完を行う公益法人であるが、行政的経験を基本とした土地収用
関係事務に関する十分な知識や能力、豊富な業務実績を有するとともに、公益法人
であることから特定の利害関係がなく、公平・中立な立場での対応、高度な秘密の保
持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
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契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1573 （社）東北建設協会
事業認定資料作成補助業務
委託

山内芳朗
東北地方整備局森吉山ダム工事事
務所
秋田県北秋田市米内沢字東川向５

平成17年10月21日 13,125,000

　本業務の主な内容は、事業認定申請書及び事業計画書の作成、同法第４条に規
定する土地等の管理者への意見照会書の作成及び事業認定申請に必要となる添
付図面の作成等である。
  これらの事業認定申請図書の作成にあたっては、土地収用法や施設構造令等の
関係法令を熟知し、さらに用地事務取扱細則等の関係例規に関する専門的な知識
が必要である。特に事業の公益性や土地利用の合理性等に関しては詳細かつ適正
な説明が必要であるため、より高度な専門的知識及び能力並びに信頼性が求めら
れる。
  また、本業務は任意協議と並行して作業を進める必要があり、起業者との緊密な
連携のもと、地権者との交渉経過等の関係情報を的確に判断のうえ業務を実施する
必要があるほか、地元自治体等との調整もあることから、地権者等の個人情報及び
地元自治体の行政情報に関する高度な守秘義務と行政事務に関する豊富な知識・
経験が必要とされる。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政の補完を行う公益法人であるが、行政的経験を基本とした土地収用
関係事務に関する十分な知識や能力、豊富な業務実績を有するとともに、公益法人
であることから特定の利害関係がなく、公平・中立な立場での対応、高度な秘密の保
持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1574
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

森吉山ダム水環境影響検討
業務

山内芳朗
東北地方整備局森吉山ダム工事事
務所
秋田県北秋田市米内沢字東川向５

平成17年11月17日 31,500,000

大気環境の影響検討にあたっては、工事 盛期の工事量と粉じん・騒音等の発生
量を効率的に推定する必要があるため、ダム型式・規模別工事量ＤＢや大気環境Ｄ
Ｂを利用することが必要不可欠である。ＷＥＣが保有するこれらのＤＢは、長期間に
わたる調査・研究の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で
唯一信頼のおけるものである。
水環境の影響検討にあたっては、将来の流域負荷を推定した上で、貯水池内の水
質を予測する必要がある。このためには、経年的水質ＤＢやダム諸量ＤＢ等を利用
し、既設ダムの諸元や流入量・放流量、流入水質・放流水質を入力条件として、既設
のダムにおいて予測モデルを検証した上でパラメータを設定し、貯水池内水質シミュ
レーションを実施することが必要不可欠である。ＷＥＣが保有する水質計算プログラ
ムは、著作権法に基づき登録された唯一のプログラムであり、また、ＷＥＣが保有す
るこれらのＤＢについては、長期間にわたる調査・研究の実績の中から構築されたも
のであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるものである。
動植物、生態系等の影響検討にあたっては、事業区域及びその周辺に生息する生
物の生息環境を推定し、事業による改変区域を重ね合わせることにより、事業の影
響を予測することが必要であるため、河川水辺の国勢調査［ダム湖版］ＤＢを利用す
ることが必要不可欠である。ＷＥＣが保有する当該ＤＢは、長期間にわたる調査・研
究の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけ
るものである。
さらに、総合的な評価を行うには、高度な知識及び 新の情報を関係する学識経験
者等の協力のもとに蓄積していく必要があるとともに、全国的な広範な知見のもと
に、統一的に、行政上の政策検討として中立かつ公平な立場から実施する必要があ
る。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理
由から本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法２９条の３第４項及び
予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1575 （財）ダム技術センター
鳥海ダムダム型式検討評価
業務（一式）

菅原信雄
東北地方整備局鳥海ダム調査事務
所
秋田県由利本荘市桜小路３２－８

平成17年6月24日 20,055,000

本業務は、新型式のダムとしての台形ＣＳＧダムとする可能性も含め、当該ダムのダ
ム形式の決定に必要な比較検討を行うものであるが、安全性、コスト、環境への影
響等を含む公益的かつ総合的な観点から 適なダム型式を選定・評価できるために
は、ダムの設計・施工に関する高度な技術力と豊富な経験とともに、当該ダムの型
式として有力な候補である台形ＣＳＧに関する技術が不可欠である。なお、台形ＣＳ
Ｇダムに関する技術は当法人等が開発してきたものであり、当該ダムにおける台形
CSGの適用性を検討するには、全国において台形CSGダムとして計画または検討さ
れている全国のダムにおける材料試験や試験施工等に関する豊富なデータが不可
欠となるが、これらを保有しているのは当法人しかない。また、堤体設計に不可欠な
材料試験方法に関しては、当財団が特許権も取得している。また、ダム事業のコスト
縮減や環境負荷軽減が政策問題となっている中で、公益的観点から真に 適なダ
ム型式が選定されるよう、中立、公平な立場からの比較分析・評価が不可欠である。
これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入
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1576
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

鳥海ダム環境影響評価検討
業務（一式）

菅原信雄
東北地方整備局鳥海ダム調査事務
所
秋田県由利本荘市桜小路３２－８

平成17年6月2日 36,330,000

大気環境の影響検討にあたっては、工事 盛期の工事量と粉じん・騒音等の発生
量を効率的に推定する必要があるため、ダム型式・規模別工事量ＤＢや大気環境Ｄ
Ｂを利用することが必要不可欠である。ＷＥＣが保有するこれらのＤＢは、長期間に
わたる調査・研究の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で
唯一信頼のおけるものである。
水環境の影響検討にあたっては、将来の流域負荷を推定した上で、貯水池内の水
質を予測する必要がある。このためには、経年的水質ＤＢやダム諸量ＤＢ等を利用
し、既設ダムの諸元や流入量・放流量、流入水質・放流水質を入力条件として、既設
のダムにおいて予測モデルを検証した上でパラメータを設定し、貯水池内水質シミュ
レーションを実施することが必要不可欠である。ＷＥＣが保有する水質計算プログラ
ムは、著作権法に基づき登録された唯一のプログラムであり、また、ＷＥＣが保有す
るこれらのＤＢについては、長期間にわたる調査・研究の実績の中から構築されたも
のであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるものである。
動植物、生態系等の影響検討にあたっては、事業区域及びその周辺に生息する生
物の生息環境を推定し、事業による改変区域を重ね合わせることにより、事業の影
響を予測することが必要であるため、河川水辺の国勢調査［ダム湖版］ＤＢを利用す
ることが必要不可欠である。ＷＥＣが保有する当該ＤＢは、長期間にわたる調査・研
究の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけ
るものである。
さらに、総合的な評価を行うには、高度な知識及び 新の情報を関係する学識経験
者等の協力のもとに蓄積していく必要があるとともに、全国的な広範な知見のもと
に、統一的に、行政上の政策検討として中立かつ公平な立場から実施する必要があ
る。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理
由から本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法２９条の３第４項及び
予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1577 （財）河川情報センター
上川上流危機管理演習企

画運営業務

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年9月2日 11,445,000

　自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理を行えるようにする
ためには、シナリオのない状況の中で臨機の判断等の対処能力を向上させるため
の訓練が不可欠である。
　ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプレーヤーに分かれ、
コントローラーから付与される状況に応じてシナリオを知らされていないプレーヤー
がその場で判断し行動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法
である。
　当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について著作権を有してい
る。また、災害対応について、経験と代替性のない特定の知識等を有する演習実施
組織を擁する唯一の機関である。
　そのため、当該法人でなければ本検討業務において必要とする成果を得ることが
できないため、随意契約を行う。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３
号）

見直しの余地があるもの

①一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（5,704,000円、H19年度以降一般競
争入札に移行）

②引き続き随意契約によらざるを得
ないもの（5,741,000円）

1578 （財）先端建設技術センター
吹付法枠工の検査技術評価
業務

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年9月7日 4,693,500

業務の実施にあたっては、新技術の評価に関する専門的かつ高度な知識、豊富な
経験、実績が必要である。
財団法人　先端建設技術センターは、建設分野における先端建設技術の研究開発
及び普及を目的として設立されたものである。また、東北技術事務所発注の「工事選
定技術募集システム」を含む「公共工事における技術活用システム」において、新技
術適用性評価検討を行っており、新技術に関する専門的かつ高度な知識、豊富な経
験を有しており、類似の業務の実績も多くあり、技術的にも信頼できる法人であこと
から、同法人以外に本業務を行うことが出来ないと判断される。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により上記業者と
随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1579 （財）先端建設技術センター
横手トンネル変状対策検討業
務

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年10月13日 11,655,000

本業務を遂行するにあたっては、地滑り発生機構解析やトンネルの変状解析、耐久
性の検討、トンネル工法など様々な先端技術に関して高度な専門知識と経験が必要
であり、これを有する者からなる委員会において検討を行うことが も望ましいものと
判断される。
財団法人先端建設技術センターは、施工に関する専門的な知識・経験を有する責任
ある技術者の協力を得て、委員会方式で検討を行う制度を確立し、本制度により地
滑りやトンネル技術に関する検討等について多数の業務実績を有している唯一の団
体である。
よって会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により随意契約
を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入
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1580 （財）道路新産業開発機構
寒河江地区道路利活用検討
調査

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年5月13日 12,967,500

　本業務の遂行にあたっては、ノンストップ自動料金支払いシステム（ＥＴＣ）に関する
研究開発についての実績を有すること、実験機器の検討にあたり、民間独自の開発
技術の活用や、関連有料道路管理者との調整が必要であり、官民の中立的立場に
よる情報収集・調整能力を有すること、新規のシステム開発に伴う検証試験の実績
を有していること等の条件を十分に満たし、幅広い観点から総合的に検討する能力
を有している必要がある。
　財団法人道路新産業開発機構は、「道路に関連する新しい産業分野について調査
研究を行うとともにその開発プログラムを策定すること等により、道路機能の健全な
発展と道路整備の拡充に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与
すること」を目的に設立された法人である。
　当該法人は、ノンストップ自動料金支払いシステム（ＥＴＣ）に関する研究開発、仕
様作成について実績があるとともに、現行ＥＴＣの仕様化における実績を有すること
から、ＳＡ・ＰＡ版スマートＩＣのシステム検討中における詳細な技術検討・調整が可能
である。また多くの民間企業の賛助会員を有しており、情報収集能力に優れている。
さらにＤＲＳＥ（狭域専用通信）を活用した研究開発に関し、検証試験の実績を有して
いることから、これら関連技術及び当該法人が保有する調査研究のノウハウを活用
して行政的観点で業務を実施することが可能である。
　以上のことから、本業務を円滑かつ的確に遂行できるのは財団法人道路新産業開
発機構の他に無いと判断される。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第
３号）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するための
準備に時間を要する（一般競争入
札に移行11,440,500円、企画競争

に移行1,527,000円）

公募手続きを導入

1581 （財）道路保全技術センター 道路施設情報管理業務

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年8月12日 13,723,500

本業務は、道路管理施設情報の統一的・体系的な収集整備によるデータベース構
築により、効果的な道路管理体制等の支援を図ることを目的とした、道路管理データ
ベースシステムのデータベース更新やシステム管理を行うものである。
本業務の履行に際しては、基幹となる道路管理データベース及び改良型システムに
関する十分な知識を必要とし、かつ高度な技術が必要である。
（財）道路保全技術センターは、道路管理に関する総合的な技術の開発・普及・指導
等、効率的な管理技術を提供するために設立されたもので、専門的かつ高度な知識
と業務経験を持った人材を有している。また、本システムは、国土交通省（旧建設
省）仕様に基づいて、同センターが開発したシステムであり、本業務を適切に執行す
るには、道路管理データベースシステムに関する総合的な技術力、経験等を有し、
データ管理が確実に行える（財）道路保全技術センターの他になく、同センターと随
意契約するものである。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定により、随
意契約を締結しようとするものである。

18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わな
いもの

－

1582 （財）道路保全技術センター
山形河川国道事務所管内通
行規制区間検討業務

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年10月13日 16,023,000

本業務は、国道１３号主寝坂地区、国道４７号蔵岡地区、草薙地区における、事前通
行規制区間の緩和・見直し及び国道４７号黒渕地区における特殊通行規制区間解
除の検討を行うとともに、道路防災管理・監視の高度化・効率化に向けての検討を
行うものである。
通行規制区間の解除・緩和を検討するにあたっては、本省通知（H14.3.27）「道路事
前通行規制基準の緩和に関わる当面の運用」に基づき、学識経験者等から見解・判
断をいただく必要がある。また、道路管理に対する豊富な実績と高度な技術的判断
から、道路管理の現状を的確に把握し、管理に対する様々な問題を検討することが
できる経験・知識が必要である。
財団法人道路保全技術センターは、道路保全に関する調査及び技術開発を推進す
るための専門機関として設立された公益法人であり、道路防災・保全に関する豊富
な知識と業務経験を有し、かつ高度な技術力を持った人材を多数保有している。ま
た、道路防災に関して、地域特性を理解した学識経験者に道路防災ドクターを委嘱
し、国道の落石崩壊等の恐れがあると判断される箇所の点検方法や対策に関する
留意事項等を専門的観点から助言する防災現地診断を行う体制を確立している唯
一の団体である。
よって会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により随意契約
を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企
画競争を実施）

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
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所属する部局の名称及び所在地
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1583 （財）道路保全技術センター 荒沢橋耐震補強検討業務

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成18年3月1日 18,270,000

本業務は、一般国道１１２号荒沢橋において、耐震補強工事として支承交換を行う際
の施工方法等を検討するものである。
荒沢橋は、「緊急輸送道路の橋梁耐震補強３箇年プログラム」の対象橋梁であり、早
急に耐震補強の必要がある橋梁である。該当橋梁は３径間連続鋼トラス上路橋の
特殊橋梁であり、支承交換等の検討については、高度な専門知識と経験が必要で
あり、これを有する者からなる検討委員会を設置することがもっとも望ましいものと判
断される。
財団法人道路保全技術センターは、道路保全技術の諸問題に取り組み、総合的な
技術の開発・普及・指導を行うことを目的として、平成２年１１月に設立されたもので
あり、高度な道路保全技術に関する豊富な実績とデータの蓄積を有している。また、
高度な技術的判断や提言を行うにあたり、学識経験者や専門家からなる委員会・研
究会を組織して、検討を行った実績を多数有している。
本業務を行うにあたっては学識経験者からなる検討委員会を設置し、検討を行うこと
としており、業務の専門性、高度性から言って本業務を的確に履行できるものは上
記法人の他にない。
よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により随意契
約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企
画競争を実施）

公募手続きを導入

1584 （財）日本気象協会
山形河川国道事務所管内雪
氷予測業務

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年11月2日 18,364,500

当該業務は、道路管理における気象及び雪氷予測についての高度な知識と豊かな
経験を必要とすることから、建設コンサルタント選定委員会を実施し、プロポーザル
方式において業務委託者の選定を行ったところである。
上記業務委託者は、同選定委員会において も優れた提案をした業務委託者と評
価されたばかりでなく、以前にも道路管理における雪氷予測の業務を行った経験を
有しており、本業務に も適した業者と認められる。
以上の理由により、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定に
より上記業者と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための
準備に時間を要するもの（企画競争

を実施）

1585 （社）雪センター
路面凍結抑制剤の散布効率
化検討業務

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成18年2月1日 17,682,000

この業務を実施にあたっては路面凍結対策の専門的かつ高度な知識が必要であ
り、また豊富な経験と実績も必要である
社団法人雪センターは、雪に関わる総合的な調査・研究及び技術開発を行い、雪に
対する安全性、快適性等の向上を図り、もって地域振興と国民生活の向上に寄与す
ることを目的に設立された法人であり、雪や風況に関する専門的な知識と経験を有
し、かつ冬期道路管理に関する検討について豊富な経験と実績を持った人材を多く
保有している。また、本業務を遂行するにあたって類似業務を多く経験しており、本
業務を遂行するにあたり高度な専門知識経験と多くの蓄積データにより総合的な判
断をして検討することができる唯一の法人である。
よって会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定によ　り随意契
約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1586 （社）東北建設協会
赤湯バイパス（２－１工区）事
業認定申請図書作成業務

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年9月6日 7,140,000

　本業務の主な内容は、事業認定申請書及び事業計画書の作成、同法第４条に規
定する土地等の管理者への意見照会書の作成及び事業認定申請に必要となる添
付図面の作成等である。
  これらの事業認定申請図書の作成にあたっては、土地収用法や施設構造令等の
関係法令を熟知し、さらに用地事務取扱細則等の関係例規に関する専門的な知識
が必要である。特に事業の公益性や土地利用の合理性等に関しては詳細かつ適正
な説明が必要であるため、より高度な専門的知識及び能力並びに信頼性が求めら
れる。
  また、本業務は任意協議と並行して作業を進める必要があり、起業者との緊密な
連携のもと、地権者との交渉経過等の関係情報を的確に判断のうえ業務を実施する
必要があるほか、地元自治体等との調整もあることから、地権者等の個人情報及び
地元自治体の行政情報に関する高度な守秘義務と行政事務に関する豊富な知識・
経験が必要とされる。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政の補完を行う公益法人であるが、行政的経験を基本とした土地収用
関係事務に関する十分な知識や能力、豊富な業務実績を有するとともに、公益法人
であることから特定の利害関係がなく、公平・中立な立場での対応、高度な秘密の保
持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1587 （社）東北建設協会
赤湯バイパス外事業認定申
請図書作成業務

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成18年2月1日 5,775,000

　本業務の主な内容は、事業認定申請書及び事業計画書の作成、同法第４条に規
定する土地等の管理者への意見照会書の作成及び事業認定申請に必要となる添
付図面の作成等である。
  これらの事業認定申請図書の作成にあたっては、土地収用法や施設構造令等の
関係法令を熟知し、さらに用地事務取扱細則等の関係例規に関する専門的な知識
が必要である。特に事業の公益性や土地利用の合理性等に関しては詳細かつ適正
な説明が必要であるため、より高度な専門的知識及び能力並びに信頼性が求めら
れる。
  また、本業務は任意協議と並行して作業を進める必要があり、起業者との緊密な
連携のもと、地権者との交渉経過等の関係情報を的確に判断のうえ業務を実施する
必要があるほか、地元自治体等との調整もあることから、地権者等の個人情報及び
地元自治体の行政情報に関する高度な守秘義務と行政事務に関する豊富な知識・
経験が必要とされる。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政の補完を行う公益法人であるが、行政的経験を基本とした土地収用
関係事務に関する十分な知識や能力、豊富な業務実績を有するとともに、公益法人
であることから特定の利害関係がなく、公平・中立な立場での対応、高度な秘密の保
持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1588 （社）雪センター
主寝坂道路消融雪設備検証
業務

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成18年3月9日 3,045,000

冬季における道路状況・地形・気象等に精通。民間技術を評価することから公平性・
中立性が求められる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1589
（財）リバーフロント整備セン
ター

赤川自然再生計画検討業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事務
所
山形県酒田市上安町一丁目２番地
の１

平成17年6月13日 35,490,000

本業務は、赤川の自然再生を図る河道整備の策定を行うものである。検討にあたっ
ては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、河川生態について全国の
情報を保有し、そのデータから河道特性と河川生態についての関係を体系的に整理
したデータを保有している必要があるが、そのようなデータを有しているのは当法人
が唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、こ
れらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1590 （財）道路保全技術センター
道路管理に関する整備計画
検討業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事務
所
山形県酒田市上安町一丁目２番地
の１

平成17年6月30日 78,330,000

本業務は、酒田河川国道事務所が管理する一般国道７号、４７号、１１２号の３路線
を対象に、道路に関する各種点検結果・事業計画等の既存資料を基に事務所管内
全体の道路管理整備計画を検討し、効率的な道路管理を行うための基礎資料とす
るものであり、平成１６年度に引き続き実施する業務である。
本業務は、道路管理に関する整備計画検討が目的であり、道路管理業務や道路管
理整備計画に関する豊富なデータ、業務実績を有する者との契約が必要である。更
に、整備計画立案は事業執行に関連する業務であることから、当該業務に係る特定
の知識及び経験を有し、かつ、中立性・公平性を有する者との契約が必要である。
（財）道路保全技術センターは、道路を構築する施設の保全に関する調査研究、技
術指導等を行うことを目的として設立された唯一の公益法人で中立性・公平性を有
する機関である。更に、当該機関は道路管理業務や道路管理整備計画に関する豊
富な知識及び経験を有しており、当事務所においても平成１６年度道路管理に関す
る整備計画検討業務、平成１０～１５年度月山道路保全対策検討業務、平成３～１５
年度塩害橋対策技術検討業務の実績がある。以上より、（財）道路保全技術セン
ターは、本業務に関する豊富な知識及び経験を有し、かつ、中立性・公平性を有す
る機関であることから、本業務を適切かつ迅速に執行できる唯一の機関である。
よって会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき上記業
者と随意契約を締結しようとするものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企
画競争を実施）

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1591 （財）道路保全技術センター 道路管理支援検討業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事務
所
山形県酒田市上安町一丁目２番地
の１

平成17年12月22日 39,270,000

本業務は、酒田河川国道事務所管内の道路管理支援を目的に、道路巡回支援シス
テムの導入とそれを活用した道路巡回のあり方の検討、路上工事抑制マネジメント
検討、道路管理データベースＭＩＣＨＩシステムのデータ更新・システム管理を行うもの
で、道路管理の効率化を図りもって一般交通の安全・安心の通行に資するものであ
る。
本業務の遂行にあたっては、道路管理の効率化の観点から道路巡回のしくみ及び
道路巡回支援システム、路上工事縮減策、道路管理データベースＭＩＣＨＩシステムに
ついて十分な知識と高度な技術、豊富なデータ、業務実績を有する者との契約が必
要である。
（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関す
る事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全
と円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的として設立された唯一の
公益法人で、中立性・公平性を有している機関である。
また、道路巡回、路上工事縮減策に関する十分な知識、豊富なデータ、業務実績が
あり、さらに「道路巡回支援システム」と「道路管理データベースＭＩＣＨＩシステム」を
開発した高度な技術をもつ機関である。
したがって、本業務を適切に遂行できるのは、（財）道路保全技術センターの他に存
在しない。
よって会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき、上記
法人と随意契約を締結しようとするものである。

その他のもの －

1592 （社）雪センター
冬期道路管理に関する検討
業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事務
所
山形県酒田市上安町一丁目２番地
の１

平成17年12月20日 47,880,000

吹雪・地吹雪対策施設の総合的評価行うことから冬期に関して豊富なデータ、業務
実績がありかつ中立性・公平性を有する者との契約が必要である。また、冬期の道
路管理の効率化の検討においては、冬期の道路管理の実態、管理レベルを熟知し
かつ豊富な知識及び業務実績を有する者との契約が必要である。
（社）雪センターは、官学民協力して雪に関する諸問題に取り組み、活力ある雪国づ
くりをめざす核として地域振興と国民生活の向上に寄与することを目的として設立さ
れた唯一の法人である。雪に係わる総合的調査・研究を行い、本業務を実施するた
めに必要な豊富なデータ、業務実績、高度な専門的知識や広範囲な情報収集能力
及び中立性・公平性を有している。また、冬期道路管理の水準に関する業務実績を
唯一有し、冬期道路管理の実態、管理レベルを熟知している。したがって、本業務を
適切に遂行できるのは（社）雪センターしかない。
よって会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき上記業
者と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1593 （財）計量計画研究所
参加型みちづくり企画検討業
務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事務
所
山形県酒田市上安町一丁目２番地
の１

平成17年8月29日 6,856,500

現地の状況、過去の経緯をふまえ、これまでの同懇談会に関する継続的な視点が
必要不可欠な業務である。
「（財）計量計画研究所」は、昨年度の同地区懇談会に携わり懇談会の内容や地元
情勢に精通していることから、住民に対してこれまでの経緯を勘案した上で円滑な対
応をすることができるとともに、考え方や懇談会の運営・実施方針に一貫性を保持で
きるため、本業務の目的を達成できる唯一の機関と判断できる。
よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により、上記業者と随
意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための
準備に時間を要するもの（企画競争

を実施）

1594 （財）先端建設技術センター
荒沢３号橋架設工法検討業
務（一式）

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成17年10月24日 9,765,000

　本業務の遂行にあたっては、現場に即した合理的・先進的な技術導入を図るた
め、橋梁の設計施工に関する高度な専門知識、豊富な経験と実績、広範な技術情
報の収集能力を持ち、橋梁の設計施工に係わる技術的問題課題の解決のため、十
分な技術的支援体制を有していることが必要条件である。
　財団法人先端建設技術センターは、先端的な技術に関する調査研究、開発及び
普及を図ることを目的に設立された公益法人である。
　当該機関は、建設現場に即した合理的・先進的な技術、安全・確実な環境に配慮
した建設技術を支援するため専門的な知識・経験を有する責任ある技術者の協力を
得て、委員会方式で検討を行うＴＣ（Technical Cooperater）制度により道路施工技術
計画検討業務や施工計画検討業務等多くの建設事業に係る施工計画、施工方法
等々に関する検討実積とこれらに関わる豊富な業務経験を有していることから、上
記法人は上述のような問題課題を抱える本業務を遂行するために必要な要件を備
え、円滑かつ的確に業務を履行することができる唯一の機関であると判断される。
　以上の理由により、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号に基づ
き随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1595
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

肘折カルデラ縁辺部地すべり
等総合検討業務（一式）

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成17年6月23日 44,520,000

本業務は、肘折カルデラに起因する地質からなる、複数の地すべりについてその発
生機構に関する総合的な解析を実施するものである。
本業務の実施にあたっては、複雑な地すべり発生機構に関する総合的な解析に関
する専門的能力や全国の直轄地すべりの概成判断基準について検討を行ってお
り、「地すべり対策の概成判断」という新たな行政施策の取りまとめに対して専門的
能力を有することが必要であるとともに、中立性・公平性など行政的判断といった高
度な検討が必要である。またシラスの左右非対称形状をした複雑な地すべりに対す
る安定解析手法については、３次元安定解析が必要である。
当該機関は、直轄地すべり対策事業の概成判定に関する基準となる「直轄地すべり
防止工事の完了の考え方」の作成に携わった高い技術と知識を有するとともに、全
国すべての直轄地すべり対策事業の基本計画立案、地すべり機構解析や対策工効
果判定に関わっており、地すべりに関する豊富なデータベースを有し、地すべり対策
事業の概成判断に必要な地すべりに関するデータベースを活用できる等高度な知
識、経験を有している。また、地すべり現象の任意の移動方向を評価することができ
る３次元安定解析手法を開発し新しい安全度評価を行うことができる高い技術を有
する。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1596
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

貯水池上流砂防基本計画検
討業務（一式）

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成17年7月26日 25,515,000

本業務は、 上川水系角川流域等において、施設の効果評価等を行い、直轄砂防
事業の概成の考え方について整理・検討し、直轄砂防事業における概成判定マニュ
アル（素案）を作成すると共に、 上川水系立谷沢川流域等において過去の土砂移
動実績、土砂移動の時間的・空間的変化及び土砂の質を踏まえた、新しい砂防基本
計画を策定するものである。
本業務を履行するにあたっては、直轄砂防事業の概成判定手法及び砂防基本計画
の計画策定手法について確立されていないため、極めて特殊かつ高度な専門的知
識と技術力を必要とすることに加え過年度までに参照した情報及び経緯、関係者の
情報など詳細を熟知していることが、必要不可欠であり、かつ公平・中立的立場で業
務遂行が求められている。
当該機関は、土砂災害に関するデータベースを保有しており、このデータベースの活
用が本業務の遂行に必要不可欠である。また、当該機関は、新しい砂防基本計画
立案に関わる全ての業務に携わっている。また、当該流域に係わる土砂流出に関す
るデータベースを保有しており、このデータベースの活用が業務実施上必要不可欠
である。さらに現在国土交通省内で検討中の砂防基本計画策定マニュアル(案)の策
定にも携わり、豊富なデータベースと高度な知識、総合的な技術力及び中立性・公
平性を有している。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1597
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

砂防施設効果評価外検討業
務（一式）

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成17年7月26日 25,830,000

本業務は、砂防施設の効果を評価、検討するものである。
本業務を履行するにあたっては、直轄砂防事業の概成判定手法及び砂防基本計画
の計画策定手法について確立されていないため、極めて特殊かつ高度な専門的知
識と技術力を必要とすることに加え過年度までに参照した情報及び経緯、関係者の
情報など詳細を熟知していることが、必要不可欠であり、かつ公平・中立的立場で業
務遂行が求められている。
当該機関は、土砂災害に関するデータベースを保有しており、このデータベースの活
用が本業務の遂行に必要不可欠である。また、当該機関は、新しい砂防基本計画
立案に関わる全ての業務に携わっている。また、当該流域に係わる土砂流出に関す
るデータベースを保有しており、このデータベースの活用が業務実施上必要不可欠
である。さらに現在国土交通省内で検討中の砂防基本計画策定マニュアル(案)の策
定にも携わり、豊富なデータベースと高度な知識、総合的な技術力及び中立性・公
平性を有している。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1598 （財）河川情報センター
鮭川流域洪水予測検討業務
（一式）

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成17年9月13日 18,270,000

当該財団は、レーダ雨量計の合成プログラム（特許出願中）について著作権を有し
ているシステムの開発者として、当該合成システムについて、代替性のない特定の
知識等を有している。本流出予測システムは、リアルタイム、オンラインで当該合成
システムを用いるものであり、当該財団は開発ができる唯一の者である。（会計法２
９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

①一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（9,135,000円、H19年度以降一般競
争入札に移行）

②引き続き随意契約によらざるを得
ないもの（9,135,000円）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び
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1599
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

ＣＳ型ＧＩＳシステム構築検討
業務（一式）

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成17年12月22日 27,195,000

当該業務は新庄河川事務所管内において、適切かつ効果的に砂防行政を執行する
ために必要となる、法指定区域、設備、その他防災関連情報を砂防ＧＩＳを用いて管
理するための要領及び実施マニュアル素案作成のための検討を行うものである。当
該業務を遂行するにあたっては、①全国の砂防関連情報の適切な管理と有効活用
を支援することを目的として開発された砂防情報管理システム（特許出願中）のビジ
ネスモデルの使用とともに、②国土交通省砂防部が策定した「砂防ＧＩＳの整備方針
（案）」（（Ｈ１７．９）の策定に携わるなど高度な知識と情報、並びに③中立性・公平性
等が必要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1600 （財）ダム技術センター
長井ダムＲＣＤ工法の高速施
工化検討評価業務

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事務
所
山形県長井市館町北6－6

平成17年5月9日 28,938,000

本業務の検討対象となるコンクリートダムの連続・高速施工技術は、当財団におい
て開発し、現在特許権の申請中であるが、現時点では試験的導入段階であり一般
的な基準化には至っていないことから、同工法の適用にあたっては当財団自ら技術
的指導しつつ実施する必要があること、また、ダム事業の一層のコスト縮減を進める
中で、その実現に極めて有効な新技術として今後とも公益的観点からその開発と実
用化を推進する必要があり、そのためには特定の営利によらない中立的立場からの
技術開発と改良が不可欠であること、さらには、当該技術の適用可能性の判断には
当該ダムだけでなく全国の他のダムにおけるRCD工法によるコンクリートダムの施工
実績やその課題等に関するデータベースが不可欠である。これらの条件を満たすの
は当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1601
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

長井ダムにかかる水環境影
響検討業務

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事務
所
山形県長井市館町北6－6

平成17年5月19日 32,602,500

水環境の影響検討にあたっては、将来の流域負荷を推定した上で、貯水池内の水
質を予測する必要がある。このためには、経年的水質ＤＢやダム諸量ＤＢ等を利用
し、既設ダムの諸元や流入量・放流量、流入水質・放流水質を入力条件として、既設
のダムにおいて予測モデルを検証した上でパラメータを設定し、貯水池内水質シミュ
レーションを実施することが必要不可欠である。ＷＥＣが保有する水質計算プログラ
ムは、著作権法に基づき登録された唯一のプログラムであり、また、ＷＥＣが保有す
るこれらのＤＢについては、長期間にわたる調査・研究の実績の中から構築されたも
のであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるものである。
さらに、総合的な評価を行うには、高度な知識及び 新の情報を関係する学識経験
者等の協力のもとに蓄積していく必要があるとともに、全国的な広範な知見のもと
に、統一的に、行政上の政策検討として中立かつ公平な立場から実施する必要があ
る。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理
由から本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法２９条の３第４項及び
予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1602 （財）先端建設技術センター
長井ダム試験湛水計画検討
業務

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事務
所
山形県長井市館町北6－6

平成17年11月4日 19,057,500

　　高度かつ特殊な内容を含み特定の経験並びに知識を有する者かつ他の行政
機関との協議の必要性から中立性、公平性を有する者に契約の相手方が特定され
る。
　　財団法人　先端建設技術センターは「建設分野における先端建設技術に関する
調査研　究、開発及び普及を図る」ことを目的として設立された公益法人であり、建
設事業への　プロジェクトマネジメント導入の先駆的役割を果たし、かつ高度な知
識、実績経験を有　している唯一の機関である。また、当該センターは、専門的な知
識・経験を有する責任　ある技術者による実現場に即した合理的・先進的な技術、安
全・確実で環境に配慮した　技術の導入を支援するTC(Technical Cooperator)制度
を有している。
　　よって、本業務の実施に必要な発注者の事業執行マネジメントに関する豊富な調
査研　究実績、ならびに財団法人としての公平・中立的な立場からの調査研究実績
を有してい　ることなどから、本業務を適切に実施できる唯一の機関である。
　　以上のことから、会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号により上記
財団と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1603 国土環境（株）
長井ダム建設に伴う大気環境
調査解析業務

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事務
所
山形県長井市館町北6－6

平成18年2月17日 5,775,000

業務の実施にあたっては、高度な知識、経験等を必要とすることから、プロボーザル
方式を実施して、契約の相手方を決定（第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３号）

その他のもの －



番号 所管公益法人等の名称
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1604 （財）河川情報センター 荒川洪水予測検討業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島市黒岩榎平３６

平成17年9月29日 19,950,000

当該財団は、レーダ雨量計の合成プログラム（特許出願中）について著作権を有し
ているシステムの開発者として、当該合成システムについて、代替性のない特定の
知識等を有している。本流出予測システムは、リアルタイム、オンラインで当該合成
システムを用いるものであり、当該財団は開発ができる唯一の者である。（会計法２
９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

①一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（9,975,000円、H19年度以降一般競
争入札に移行）

②引き続き随意契約によらざるを得
ないもの（9,975,000円）

1605 （財）先端建設技術センター
阿武隈川水防対策事業管理
検討業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島市黒岩榎平３６

平成18年2月21日 12,495,000

本業務の実施にあたっては、事業執行体制、手順、事業監理に精通し、業務の効率
化に向けた課題分析、改善手法の提案に必要な高度な知識と経験を有し、事業執
行の業務内容等に関する調査および収集データの分析並びに事業執行手法に関す
る問題・課題の整理と改善・改良方策の検討を行うことから公平・中立的な立場を有
することが不可欠である。
財団法人先端建設技術センターは、先端的な技術に関する調査研究、開発及び普
及を図ることを目的に設立された公益法人であり、建設事業における建設マネジメン
ト技術の活用・普及に関して高度な専門的知識を有する多数の技術者を有し、建設
事業におけるマネジメント技術に関する豊富な情報、経験、知識を有した唯一の機
関である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1606 （財）道路新産業開発機構
福島松川地区道路利活用検
討業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島市黒岩榎平３６

平成17年4月1日 13,335,000

　本業務の遂行にあたっては、ノンストップ自動料金支払いシステム（ＥＴＣ）に関する
研究開発についての実績を有すること、ＳＡ・ＰＡに接続するスマートＩＣ社会実験シス
テムに係る多様な技術、関連機関との協議調整等、システムの内容・運用状況につ
いて十分熟知していること、新規のシステム開発に伴う検証試験の実績を有してい
ること等の条件を十分に満たし、幅広い観点から総合的に検討する能力を有してい
る必要がある。
　財団法人道路新産業開発機構は、「道路に関連する新しい産業分野について調査
研究を行うとともにその開発プログラムを策定すること等により、道路機能の健全な
発展と道路整備の拡充に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与
すること」を目的に設立された法人である。
　当該法人は、ノンストップ自動料金支払いシステム（ＥＴＣ）に関する研究開発、仕
様作成について実績があるとともに、現行ＥＴＣの仕様化における実績を有すること
から、全国におけるＳＡ・ＰＡに接続するスマートＩＣ社会実験システムの設計・準備・
評価を行っているため、実験システムの内容について十分熟知している。さらにＤＲ
ＳＥ（狭域専用通信）を活用した研究開発に関し、検証試験の実績を有していること
から、これら関連技術及び当該法人が保有する調査研究のノウハウを活用して行政
的観点で業務を実施することが可能である。
　以上のことから、財団法人道路新産業開発機構は本業務を円滑かつ的確に遂行
できる唯一の法人である。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するための
準備に時間を要する（一般競争入
札等に移行9,920,000円、企画競争

に移行3,415,000円）

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1607 （財）計量計画研究所
福島西道路市民参画型道路
計画検討業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島市黒岩榎平３６

平成17年8月10日 27,090,000

現状問題を踏まえ、その解消に向けて想定される代替案について、地元住民の意向
を勘案するとともに、学識経験者等による委員会の意見を踏まえるものである。
（財）計量計画研究所は、我が国及び諸外国の政治、経済、社会現象の数量的な調
査研究を行い、我が国諸官庁を始め諸企業の合理的政策決定および科学的計画に
関する知識普及に寄与することを目的とし、都市交通計画及びこれらに関連する合
意形成プロセス、プロジェクト評価を含む諸計画に関する調査研究等を実施してお
り、道路局が平成１４年度に策定した「市民参加型道路計画プロセスのガイドライン」
をとりまとめる等、ＰＩに関する専門的な知識を有してるとともに、他都市においても業
務実績が豊富であり、ＰＩ実施の手法の構築、地元との情報交換、委員会のメンバー
人選や運営等を円滑に進めることが可能である。また、同財団は、平成１３～１４年
度にかけて、福島西道路既整備区間の住民・企業からの意見および課題意識を把
握しているとともに、平成１５年度に実施したフォーラムの検討結果として市民意見
の「背景」および「問題認識」等に対する蓄積がある。
上記業者は、ＰＩに関する豊富な知識や経験を有し、現地の状況等に精通している。
また、過年度に実施された業務と深く関係し、その業務で参照した情報、履行の経
緯、関係者の事情等の詳細を熟知している。さらには本業務は、公共性が高く、学識
経験者等による委員会を設置して履行する必要があるため、高度な中立性、公平性
を有する者に契約の相手が特定される。
以上より上記業者は、本業務を遂行可能な唯一の業者である。
よって、会計法第２９条３第４項並びに予決令第１０２条の４第３号に基づき、上記業
者と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための
準備に時間を要するもの（企画競争

を実施）

1608 （財）国土技術研究センター
二層の広域圏における福島
地域のマネジメント調査検討
業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島市黒岩榎平３６

平成17年12月19日 11,550,000

検討にあたっては道路ネットワーク、流域データ、国勢調査データ等の他のメッシュ
データと連携した各種分析を行い、福島県内における課題を明確化し、交通体系整
備や交通サービスの今後の方向性を整理する
（財）国土技術研究センターは、我が国における建設技術発展の支柱となり、国と社
会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合的、かつ効果的に行うととも
に、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、もって
国民福祉の向上に寄与することを目的として、地域整備、都市整備、大規模プロジェ
クト等の構想及びマスタープラン等の立案並びこれらに必要な調査研究を実施して
いる。また、本省において「二層の広域圏の形成に資する総合的な交通体系に関す
る検討委員会」における調査検討びに 終報告をとりまとめる等、専門的な知識を
有しているとともに、他地域においても調査実績が豊富であり、調査のとりまとめを
円滑に進めることが可能である。
以上より上記業者は、本業務を遂行可能な唯一の業者である。
よって、会計法第29条3第4項並びに予決令第102条の4第３号に基づき、上記業者と
随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1609 （財）道路保全技術センター 管内道路防災総点検業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島市黒岩榎平３６

平成17年11月9日 17,745,000

本業務は、福島河川国道事務所管内における道路防災カルテ箇所と一般国道１３
号栗子地区事前通行規制区間の上方法面について、点検・評価を行い防災カルテ
管理手法の策定・手引きを作成して異常気象時における適切な道路の点検及び管
理計画を策定すると共に、一般国道４号伏拝地区の防災カルテ箇所において対策
工の検討を行うものである。一般国道１３号栗子地区事前通行規制区間については
平成１６年度に「道路防災ドクター制度」による道路防災ドクター及び専門技術者の
指導・助言による業務を実施している。本業務の遂行にあたっては、道路防災点検
及び道路管理の知識を理解し、専門的かつ広範な知識、行政経験や優れた技術力
を有していることが必要である。財団法人道路保全技術センターは、「道路保全に関
する技術の調査、研究開発、技術普及、指導、情報システムの開発整備、技術情報
の収集・整理及び提供など多岐にわたる高度な業務を行っており、効率的かつ合理
的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の
向上に寄与すること目的とする。」をもって設立されており道路保全等に関する業務
実績も豊富であり、「道路防災ドクター制度」の運営も委嘱され過去の実績も多く有し
ている。また、平成１６年度栗子地区事前通行規制検討業務を財団法人道路保全技
術センターが実施しており、管内の道路管理及び道路法面にも精通している。上記
法人は本業務で要求される課題を的確かつ迅速に検討し、業務を遂行できる唯一
の機関である。よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号により上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企
画競争を実施）

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1610 （財）道路保全技術センター 道路施設情報登録管理業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島市黒岩榎平３６

平成18年1月16日 7,133,700

本業務は、福島河川国道事務所が管理する一般国道４号及び１３号の道路施設に
関するデータが正確に作成されているかを審査し、東北地方整備局で一括運用して
いる道路管理データベースシステム（以下MICHIという。）への）のデータ更新を行う
とともに、システム管理及び登録情報の補完作業を行うものである。なお、本業務を
行うにあたって、次の要件を満たす必要がある。・（財）道路保全技術センターは昭和
６０年度から建設省の委託としてMICHIの開発を行っている。また、平成９年度以来
今日まで使用されている改良型システムは建設省の仕様に基づき自主開発された
ものであり、他機関にはないシステムである。・MICHIのデータベース及びデータ整備
マニュアルは、国土交通省と（財）道路保全技術センターの共同著作物であり、著作
権（財産権及び著作者人格権）について両者が共同所有している。また、データベー
スマニュアルの変更には著作権の制約が発生する。・MICHIは東北地方整備局全体
で運用している道路管理データベースシステムである。また、今回発注する内容は
MICHIの福島河川国道事務所管内情報分データを更新等するものである。・MICHIで
整備するデータ項目数は約１，７００項目あるが、工事請負者が作成したデータ内容
を理解する専門知識とデータ入力審査に対する一貫性を必要とする。従って、本業
務を適切に執行できるのは、当システムを開発し、道路管理データベースに関する
総合的な技術力、経験及び著作権を有している（財）道路保全技術センターのみで
ある以上の理由により、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２の４第３号によ
り随意契約を行うものである。

18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わな
いもの

－

1611 （財）土木研究センター
コンクリート舗装版破損対策
検討業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島市黒岩榎平３６

平成18年1月19日 13,125,000

本業務の遂行には、道路の路床・路盤やコンクリート舗装に関する情報収集能力及
び も高度で広範かつ専門的な知識と経験を必要とする。
検討の対象となるコンクリート舗装版の破壊現象は過去に発生例があり、旧建設省
土木研究所で、その原因究明や対策などの研究がなされた。その成果は財団法人
土木研究センターに受け継がれ、その技術蓄積が財団法人土木研究センターにあ
る。
財団法人土木研究センターは、昭和５４年４月に「土木に関する調査、試験及び研究
の促進に努めるとともに、その成果の普及並びに国際技術協力の推進を図り、もっ
て国土の建設事業向上に寄与すること」を目的として、建設大臣の認可法人として
設立された。土木系材料の・製品・技術分野の審査証明事業を始め、民間との開発
研究、官民共同研究等を積極的に実施しており、国土交通省、独立行政法人土木
研究所等から当該業務に関わる業務を受託している事から、財団法人土木研究セ
ンターは も高度な技術力を保有している。
以上のことから、上記業者は本業務を円滑かつ的確に遂行できる唯一の機関であ
る。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の
規定により上記法人と随意契約をするものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための
準備に時間を要するもの（企画競争
を実施）

1612 （社）雪センター
栗子道路冬期登坂不能車両
対策検討業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島市黒岩榎平３６

平成18年2月8日 5,040,000

冬期の気象条件、現地地形や道路条件等を考慮した極めて高度な技術力が要求さ
れる。
（社）雪センターは、産学官協力して雪に関する諸問題に取り組み、活力ある雪国づ
くりを目指す核として、地域振興と国民生活の向上に寄与することを目的として設立
された法人であり、防雪技術の研究、実験・施工新技術の実用化等、雪に関する総
合的な技術開発、普及、指導を行っている。さらに、東北地方の雪対策についても、
各方面に精通し、路面凍結対策や消融雪技術など新技術の開発のとりまとめや新
技術の効果検証を行っており、防雪対策の調査・研究に関する技術の蓄積と実績を
多数有し、専門的かつ高度な知識と実務能力を保有している。
このため、（社）雪センターは、本業務で要求される課題を的確にかつ迅速に遂行で
きる唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意
契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1613 （財）道路保全技術センター 弁天橋損傷調査業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島市黒岩榎平３６

平成18年2月1日 3,255,000

本工事は、平成18年1月24日に発生した国道４号弁天橋の伸縮装置の損傷に対し
緊急の損傷調査を行うものである。橋梁伸縮装置の損傷放置は、重大な事故発生
要因となり、交通安全の確保面から、緊急に道路点検、診断、対策検討等が必要で
ある。さらに、弁天橋は、日交通量5.3万台にも及ぶ国道４号上の橋梁であり、この損
傷による交通障害は、地域経済における影響も大きく、緊急性が非常に高い。（財）
道路保全技術センターは、道路管理者が行う道路災害発生時の緊急対応について
の業務支援を行うため、東北地方整備局と「道路災害発生時における業務支援に関
する協定」を締結し、これに基づく「道路防災ドクター制度」の支援体制を確立してお
り、緊急時の損傷調査の実施にあたって、迅速かつ適切に業務を遂行出来る唯一
の機関である。よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号によ
り、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企
画競争を実施）

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1614 （財）先端建設技術センター
ダム建設事業におけるコスト
縮減評価及び事業執行評価
業務

木内良春
東北地方整備局摺上川ダム工事事
務所
福島市飯坂町平野字大前田１－４

平成17年12月19日 13,650,000

本業務の実施にあたっては、公共工事発注者の事業執行体制、過程、事業管理に
精通し、プロジェクトマネジメントの手法・評価に必要な専門的知識と豊富な経験が
必要であること、また、事業執行及びコスト縮減の客観的な評価を行うことから、公
共工事受発注者双方に対する中立的な立場を有している必要がある。
財団法人先端建設技術センターは「建設事業に係る先端的な技術に関する調査研
究、開発及び普及を図ることにより、国土基盤の整備の推進を図り、もって国民生活
の安定と向上に資すること」を目的として設立された法人であり、受発注者双方に中
立的な立場であるとともに、これまでにも国土交通省内において「PM技術に関する
検討業務」を多く実施しており、本業務の実施に必要な事業マネジメントに関する知
識と情報を有している。
以上により、本業務は、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に
より、財団法人　先端建設技術センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1615
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

摺上川ダムモニタリング計画
検討業務

木内良春
東北地方整備局摺上川ダム工事事
務所
福島市飯坂町平野字大前田１－４

平成17年6月30日 10,689,000

工事から管理に移行するモニタリング段階の水環境、生態系等の影響検討において
は、管理移行後のダム管理方法やダムの規模・流入負荷量からの富栄養化の可能
性、河川域から湛水域への生態系変化の影響の程度を把握するため、全国の管理
ダムの状況と比較して、当該ダムに類似したダム貯水池環境データを抽出する必要
があり、全国的なダム管理情報のDBである、ダム諸量DB、経年的水質DB、河川水
辺の国勢調査「ダム湖版」DB等を利用することが必要不可欠である。WECが保有す
るこれらのDBは、長期間における管理ダムのフォローアップ分析評価実績の中から
構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるDBである。さら
に、総合的な分析・評価を行い、必要な改善を図るためには、関係する学識経験者
等の協力のもとに、高度な知識及び 新の情報をさらに蓄積していく必要があるとと
もに、全国的な広範な知見のもとに、中立かつ公平な立場で統一的に、行政上の政
策検討する必要がある。ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力
を有しており、上記の理由から本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計
法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1616 （財）道路環境研究所
甲子道路エコロード追跡調査
業務

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成17年4月12日 22,050,000

本業務は、一般国道２８９号甲子道路を対象として、自然環境に配慮した道路づくり
（エコロード）を図るため、過年度実施の「甲子道路環境検討委員会」、「甲子道路エ
コロード検討委員会」及び、平成１２年度に設立された「甲子道路エコロード追跡調
査委員会」において検討した方針に基づいて、動植物に関わる追跡調査・検討を行
うものである。
本年度業務の遂行にあたっては、当該調査箇所における動植物の生息状況、地形
条件に熟知しており、調査結果を的確に解析する能力が必要不可欠である。また、
道路環境、自然環境、道路景観の各分野及び、道路と自然との共生について総合
的かつ高度な知識を必要とするものである。
財団法人　道路環境研究所は、良好な道路環境を確保するために必要な諸方策を
総合的に調査・研究することを主たる目的として設立された法人であり、道路環境、
自然環境、道路景観の各分野に関する様々な調査・研究を行い、多くの研究実績に
基づく科学的な知識を蓄積し、道路と自然との共生について多くの業務実績を有し
ている。
また、過年度より当所発注の追跡調査業務を実施しており、当該調査箇所における
動植物の生息状況及び地形条件等に精通する技術者を多数有しており、本業務の
継続性・特殊性などから、豊富な業務経験かつ専門的な技術者を数多く有し、本業
務における調査結果を効率的かつ的確に解析可能な唯一の法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき、上
記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企

画競争を実施）
公募手続きを導入

1617 （財）国土技術研究センター 雨沼橋技術検討業務

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成17年8月10日 18,900,000

本業務の履行に当たっては、建設技術に関する総合的な専門知識を有することと、
委員会運営における学識経験者との技術的調整等には、豊富な各種データの収集
分析と、幅広い知識が要求される。また委員会の円滑な運営には豊富な行政的経
験が必要である。
財団法人国土技術研究センターは、新しい建設技術に関する研究開発を総合的、
かつ効果的に行うとともに、その活用と普及に努め、建設技術の向上を図ることを目
的に設立された公益法人である。
上記法人は、過年度より技術検討委員会の運営と各種データの蓄積及び分析・検
証等の実績があり、本橋の現場状況や技術的特性等にも精通しており、本業務を実
施出来る唯一の公益法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規程に基づき、上
記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの（18年度から一般競
争入札等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1618 （社）雪センター 会津地区雪対策検討業務

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成17年9月30日 6,195,000

本業務の実施にあたっては、平成１６年度に実施した地吹雪対策の検討に必要なシ
ミュレーション計画、地吹雪解析基礎データを基に地吹雪対策工法のシミュレーショ
ンを実施し、有効な対策工法を選出するものであるため、シミュレーションについて幅
広く専門的な知識を持つとともに高度な解析技術を備えていることが不可欠である。
社団法人雪センターは、当該業務に類する業務として、平成１２年度「金曲地区他地
吹雪対策検討業務」及び平成１３年度「金曲地区他地吹雪対策検討業務」を受託
し、シミュレーションで設置効果を検証するなどで高品質な成果を納めている実績が
ある。また、平成１４年度「会津地区地吹雪調査業務」及び平成１６年度「会津地区
雪対策調査検討業務」を受託し、会津縦貫北道路の現地において地吹雪調査を
行っていることから現場にも精通している。さらに、上記法人は、雪に関する総合的
な調査・研究及び技術開発等を行うことにより、雪に対する安全性、快適性等の向
上を図るという設立の目的に従い、地吹雪・雪崩・凍結等の対策に関わる調査・計画
等をはじめとし、各種の雪に関する総合的な調査・研究及び技術開発を行っており、
地吹雪状況の検討に有効なシミュレーションプログラムを独自に開発、所有している
ことから、シミュレーション計画を検討するノウハウを保有し、本業務を的確に遂行で
きる唯一の法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき、上
記法人と随意契約をするものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1619 （財）道路保全技術センター 道の駅地域防災検討業務

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成17年10月4日 10,710,000

本業務は、福島県内の「道の駅」を対象に、地域の将来を支える機能拠点として、
「道の駅」が果たし得る地域貢献としての「地域づくり」と、防災拠点としての「防災」
について、それぞれの観点から調査検討を行うものである。
本業務を行うに当たり、福島県内の「道の駅」の各施設を十分に理解し、把握してい
るとともに、施設計画について十分理解している必要がある。
財団法人道路保全技術センターは、東北の「道の駅」の設置、運営、管理に係わる
事務を行っている。本業務を実施するにあたり、各「道の駅」の設置計画、設置経緯
等の情報が必要であり、これらの情報は、東北「道の駅」連絡会の事務局を務めて
いる上記法人が、情報を収集し管理しており、本業務に必要な情報等を蓄積してい
る唯一の法人である。さらに、公益法人であることから、特定の利害関係が無く、公
平・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
よって本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定に基
づき、財団法人道路保全技術センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企
画競争を実施）

公募手続きを導入

1620 （財）日本気象協会 郡山国道管内雪氷予測業務

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成17年10月13日 9,502,500

業務の遂行にあたっては、予測モデルを改良しながらの局地的変化の多い気象条
件を反映した気象予測、気象条件や現地条件を反映させた路面温度予測等、高度
な知識と豊かな経験を必要とすることから、総合評価型標準プロポーザル方式によ
り業者の選定を行ったところである。
上記業者は、他社と比較し優れた提案を行ったものとして評価され、本業務を遂行
するにあたって も相応しい業者と認められる。
以上の理由により、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規
定に基づき、上記業者と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための
準備に時間を要するもの（企画競争

を実施）

1621 （財）国土技術研究センター
自然エネルギー利用消融雪
システム評価検討業務

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成17年10月21日 27,615,000

平成１４年度に当事務所において、風力・湖水熱・地中熱等の自然エネルギーを活
用した新しい路面消融雪システムの検証と実用化を図る目的で「自然エネルギー利
用消融雪システム評価検討委員会」が設立された。
上記委員会では、平成１４年度から平成１７年度までの目標期間を定め、各消融雪
システムの性能評価、及び将来の運用改善、並びに効率的な運用手法の確立等を
含めた審議を行うものとしている。
（財）国土技術研究センターは、道路等の整備・利用・保全その他管理における高度
かつ総合的な建設技術を要する調査研究、総合技術プロジェクト等多領域にわたる
新しい建設技術の計画立案技術及び計画評価技術の開発及び実用化に関する調
査研究、並びに新しく開発された技術の評価を実施している機関である。
同センターは、自然エネルギーを利用した消融雪システムに関する豊富な知識と専
門的技術を有しており、行政的経験を基本とした的確な企画運営業務に精通してい
る。また、上記委員会の設立当初から委員会の運営及び各委員との意見調整、とり
まとめ等を行ってきていることから的確に業務を遂行することができる。
よって、本業務を実施できる者は上記法人をおいて他にはない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの（18年度から一般競
争入札等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1622 （財）国土技術研究センター 猪苗代地区景観検討業務

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成17年11月10日 2,131,500

本業務の実施にあたっては、景観に配慮した道路整備計画に関する幅広く専門的な
知識を持つとともに道路の事業計画を立案する能力を備えていることが不可欠であ
る。
財団法人国土技術研究センターは、当該業務に関する既年度業務として、平成１１
年度に「４９号環境対策検討業務」及び平成１４年度に「猪苗代地区景観検討追跡業
務」、平成１６年度に「猪苗代地区景観検討業務」を受託し、高品質な成果を納めて
いる実績がある。また、上記法人は国土資源の有効性を考慮しつつ、豊かで住み良
い国土を創造していくために国と社会が要請する新しい建設技術に関する研究開発
を総合的に行うことを目的に設立された公益法人である。さらに、わが国における道
路の事業計画立案をはじめ、景観、環境、防災等に対する課題について積極的にか
つ広範囲に調査研究を行っており、豊富な業務経験かつ専門的な技術者を多数有
しているとともに幅広い視点で総合的な整備検討等が可能であり、本業務を的確に
遂行できる唯一の法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき、上
記法人と随意契約をするものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの（18年度から一般競
争入札等に移行）

1623 （財）道路新産業開発機構
会津地区道路利活用検討業
務

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成17年11月16日 105,945,000

　本業務の遂行にあたっては、ノンストップ自動料金支払いシステム（ＥＴＣ）に関する
研究開発についての実績を有すること、実験機器の検討にあたり、民間独自の開発
技術の活用や、関連有料道路管理者との調整が必要であり、官民の中立的立場に
よる情報収集・調整能力を有すること、新規のシステム開発に伴う検証試験の実績
を有していること等の条件を十分に満たし、幅広い観点から総合的に検討する能力
を有している必要がある。
　財団法人道路新産業開発機構は、「道路に関連する新しい産業分野について調査
研究を行うとともにその開発プログラムを策定すること等により、道路機能の健全な
発展と道路整備の拡充に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与
すること」を目的に設立された法人である。
　当該法人は、ノンストップ自動料金支払いシステム（ＥＴＣ）に関する研究開発、仕
様作成について実績があるとともに、現行ＥＴＣの仕様化における実績を有すること
から、ＳＡ・ＰＡ版スマートＩＣの仕組みについての企画検討の中にあって詳細な技術
検討・調整が可能である。また多くの民間企業の賛助会員を有しており、情報収集
能力に優れている。さらにＤＲＳＥ（狭域専用通信）を活用した研究開発に関し、検証
試験の実績を有していることから、これら関連技術及び当該法人が保有する調査研
究のノウハウを活用して行政的観点で業務を実施することが可能である。
　以上のことから、財団法人道路新産業開発機構は本業務を円滑かつ的確に遂行
できる唯一の法人である。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するための
準備に時間を要するもの（一般競争
入札に移行100,601,000円、企画競

争に移行5,344,000円）

公募手続きを導入

1624 （財）道路保全技術センター 道路管理施設調査管理業務

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成18年1月12日 9,030,000

本業務は、多様かつ膨大な道路施設の情報を効率的に利活用することを目的に道
路管理データベースシステムのデータ更新作業を行うものである。
本業務の履行にあたっては、基幹となる道路管理データベース及び改良型システム
に関する十分な知識と技術が必要である。
（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査・研究、技術開発、シ
ステム開発整備、技術の指導、情報の収集整備及び提供を行うことにより効率的か
つ合理的な道路保全技術の向上を図ることを目的として設立された公益法人であ
る。
上記法人は、本業務の遂行に必要な道路管理データベースシステムの開発を昭和
６０年度から旧建設省の委託で行っている。平成９年度から導入した改良型システム
は、自主開発した特定のシステムであり、他機関では開発していないシステムであ
る。
また、道路の保全及び管理に対し豊富な実績を有し、専門的な知識と高度な技術力
をもつ人材を多数保有している。
従って、本業務を適切に執行できるのは、当システムを自主開発し、道路管理データ
ベースシステムに関する総合的な技術力、経験等を有している上記法人の他にはな
い。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を
行うものである。

18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わな
いもの

－

1625 （社）雪センター 凍結路面実態調査業務

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成18年1月23日 6,615,000

本業務の履行にあたっては、サーマルマッピングに関する専門的な知識と、凍結抑
制剤散布など雪対策に関する調査・計画についての知識と経験が必要である。
（社）雪センターは、サーマルマッピング調査の活用による路面の凍結防止方法の考
え方に関するシステム特許を取得しており、凍結抑制剤を効果的・効率的に活用す
るための線的な路面情報の収集と、その結果を用いた路面凍結予測方法に関して
の専門的な知識を有している。
また、他地域において、凍結抑制剤散布実態把握、線的路温予測システムの導入
検討、散布効率化検討等の業務を遂行するなど、本業務に必要な経験と実績を有し
ている唯一の機関であり、官学民各界との連携を取りながら雪対策の調査、計画を
推進するなど、行政上の知識・経験も備えている。
よって、本業務を遂行できる者は上記法人以外にない。
以上の理由から、会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1626 （財）道路保全技術センター
管内道路施設情報登録管理
業務

田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年7月27日 10,185,000

本業務は、道路管理施設情報の統一的体系的な収集整備によるデータベース構築
より、より効果的な道路管理体制等の支援をはかることを目的とした道路管理データ
ベースシステムのデータベース更新やシステム管理を行うものである。
本業務の履行に関しては、基幹となる道路管理データベース及び改良型システムに
関する十分な知識を必要とし、かつ高度な技術が必要である。
道路管理に関する総合的な技術の開発、普及、指導等、効率的な管理技術を提供
するために設立された（財）道路保全技術センターは、専門的かつ高度な知識と業
務経験をもった人材を有しているため、道路管理データベースシステムの開発を昭
和６０年度から旧建設省の委託で行ってきたところである。また、平成９年度から導
入した改良型システムは、旧建設省の指導に基づき決定された仕様によって、（財）
道路保全技術センターが旧建設省に向けて自主開発した特定のシステムであり、他
機関では開発していないシステムである。
従って、本業務を適切に執行できるのは、道路管理データベースシステムに関する
総合的な技術力、経験等を有している（財）道路保全技術センターの他になく、当該
センターと随意契約することが妥当である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を
行うものである。

18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わな
いもの

－

1627 （財）先端建設技術センター
一般国道６号プロジェクトマネ
ジメント導入検討業務

田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年12月22日 10,500,000

本業務の実施にあたっては、事業執行体制、手順、事業監理に精通し、業務の効率
化に向けた課題分析、改善方法の提案等プロジェクトマネジメント手法導入・構築に
必要な高度な知識と豊富な経験を有していることが必要である。
事業完成までの多年度の亘る事業執行について、行政の意思決定の進行プロセス
にかかわること等、他行政機関との協議や事業執行監理手法に関する改善方策の
検討を行うことから、中立性・公立性を有するものに業務を実施させる必要がある。
財団法人先端技術センターは、先端的な技術に関する調査研究、開発及び普及を
図ることを目的に設立された公益法人であり、建設事業に係る施工計画、施工方
法、マネジメント、先端建設技術に係る情報の収集提供を適切に履行できる機関で
あると認められる。
また、全国のプロジェクトマネジメントを数多く実施するなど高度な技術及び知識並び
に豊富な業務経験があり、さらに十分な業務遂行能力を有している人材を有してい
ることから的確かつ効率的な業務の執行が期待される。
そのうえ、特定の利害関係もなく、中立性・公平性が確保された業務の遂行が可能
であり、行政の意志決定のプロセスに係わる協議等を公平に行うことが出来る。
以上の理由により、本業務を履行できる者は上記法人の他にないものと判断され
る。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき上記相手
方と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1628 （財）道路保全技術センター 道路巡回支援検討業務
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成18年1月17日 5,460,000

本業務は、道路巡回における情報収集記録のデータ化と事務処理作業の省力化を
可能とした「道路巡回支援システム」を管内の原町維持出張所に試行導入し、それ
を活用した道路巡回のあり方の検討を行うものである。
業務の遂行にあたっては、道路管理の効率化の観点から、道路巡回の仕組み及び
道路巡回支援システムについて十分な知識と高度な技術、豊富なデータ、業務実績
を有することが必要である。
財団法人道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等を
行う機関であり、道路管理の効率化・高度化に係わる業務経験を豊富に有している
機関である。
また、本システムを構成するモバイル端末機器及びパソコンに格納する同システム
のソフト類は、財団法人道路保全技術センターで開発したものであるため、他に適任
がいない。
従って、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を
行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企
画競争を実施）

公募手続きを導入

1629 （社）東北建設協会 未取得土地調査等業務
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年6月15日 3,360,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明
の補助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が
極めて高い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の
醸成が不可欠なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務
員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知
識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高
度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1630 （財）河川情報センター
四十四田ダム分布型流出予
測検討業務

斎藤富男
東北地方整備局北上川ダム統合管
理事務所
岩手県盛岡市下厨川字四十四田1

平成17年8月4日 13,755,000

当該財団は、レーダ雨量計の合成プログラム（特許出願中）について著作権を有し
ているシステムの開発者として、当該合成システムについて、代替性のない特定の
知識等を有している。本流出予測システムは、リアルタイム、オンラインで当該合成
システムを用いるものであり、当該財団は開発ができる唯一の者である。（会計法２
９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

①一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（6,877,500円、H19年度以降一般競
争入札に移行）

②引き続き随意契約によらざるを得
ないもの(6,877,500円）

1631 （社）日本建設機械化協会
四十四田ダムアセットマネジメ
ント検討業務

斎藤富男
東北地方整備局北上川ダム統合管
理事務所
岩手県盛岡市下厨川字四十四田1

平成17年9月21日 9,135,000

これまで整備された社会資本を長期的視点から効率的、効果的に維持、管理、運営
するための手法の一つであるアセットマネジメントの考え方を取り入れて行うもので
あるが、本手法は実用段階としては初期段階であり、ダムについての採用事例が少
ないことから、他事業におけるアセットマネジメントシステムの事例に精通するととも
に、ダムの機械設備等にも精通する者に相手方が特定される。
　（社）日本建設機械化協会施工技術総合研究所は、「建設機械に関する技術の向
上並びに建設事業の合理化を図り、もって我が国の経済の発展に寄与すること」を
目的に設立された公益法人に付属した研究機関であり、本業務で行うアセットマネジ
メントシステムの研究実績を有し、ダムの維持管理等に関する検討業務の実績を豊
富に有する唯一の相手方である。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、
上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するた
めの準備に時間を要するもの
（企画競争を実施）

公募手続きを導入

1632 （財）河川情報センター
レーダ降雨検索システム改良
業務

田中正人
東北地方整備局北上川ダム統合管
理事務所
岩手県盛岡市下厨川字四十四田1

平成18年1月31日 10,500,000

国土交通省レーダ雨量の過去データを所有し、現況レーダ雨量についてもリアルタ
イムで入手可能であるとともに、統一河川情報システムの構成等について熟知して
いる者に相手方が特定される。
　（財）河川情報センターは、河川･流域情報の収集、処理･加工、解析、保管及び提
供に関する調査研究及び技術開発を行うことにより、情報管理及び情報提供の手法
を確立し、その成果を広く国･地方公共団体その他の防災機関及び国民社会に提供
するとともに、その活用の促進を図り、もって水災害による被害の軽減及び危機管理
並び河川の適正な管理及び利用の増進に資することを目的とした公益法人であり、
本業務の実施に必要な国土交通省レーダ雨量計の過去データおよび現況データを
所有するとともに、平成１５年度業務の本システム構築および統一河川情報システ
ムの構築法人でもあることから、本業務を遂行できる唯一の相手方である。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、
上記法人と随意契約するものである。

その他のもの －（Ｈ１７年度に限る）

1633
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

北上川ダム管理総合評価検
討業務

石黒正
東北地方整備局北上川ダム統合管
理事務所
岩手県盛岡市下厨川字四十四田1

平成17年6月3日 52,080,000

管理段階における治水・利水実績、水環境や生態系等の環境への影響等の分析評
価を行うためには、渇水頻度や富栄養化の程度、外来種の増加傾向などの課題抽
出において、全国の管理ダムの状況と比較する必要があり、全国的なダム管理情報
のDBである、ダム諸量DB、経年的水質DB、河川水辺の国勢調査「ダム湖版」DB等
を利用することが必要不可欠である。WECが保有するこれらのDBは、長期間におけ
る管理ダムのフォローアップ分析評価実績の中から構築されたものであり、その情
報量、精度の面で唯一信頼のおけるDBである。さらに、総合的な分析・評価を行い、
必要な改善を図るためには、関係する学識経験者等の協力のもとに、高度な知識及
び 新の情報をさらに蓄積していく必要があるとともに、全国的な広範な知見のもと
に、中立かつ公平な立場で統一的に、行政上の政策検討する必要がある。ＷＥＣ
は、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由から
本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法２９条の３第４項及び予決令
１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1634
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

四十四田ダム貯水池堆砂検
討業務

斎藤富男
東北地方整備局北上川ダム統合管
理事務所
岩手県盛岡市下厨川字四十四田1

平成17年8月9日 18,585,000

本業務では、四十四田ダム貯水池の重金属を含む堆積物が貯水池水質に及ぼす
影響の有無を評価検討する必要がある。このためには、ダム貯水池の堆砂、重金属
を含む堆積物からの物質の溶出の可能性、物質が溶出した場合の貯水池水質への
影響などに関する科学的知見、分析評価技術を有することが必要である。また、ダ
ム貯水池の堆積物に関わる環境情報や、関係する学識経験者とのネットワークによ
る 新の技術情報の蓄積と併せ、この分野に係る知識・経験・能力を有するととも
に、行政上の政策検討として中立かつ公平な立場での評価が必要である。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理
由から本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法２９条の３第４項及び
予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1635
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

白川ダム湖活用環境整備事
業事後評価検討業務　１式

菅野春雄
東北地方整備局 上川ダム統合管
理事務所
山形県西村山郡西川町大字砂子関
158

平成17年5月31日 5,145,000

事後評価検討にあたっては、ダム事業の工事種別や費用と治水・利水実績からの
事業効果の比較による費用対効果の分析や、水環境・生態系等への影響等の分析
評価が不可欠であり、ダム事業におけるＢ／Ｃ分析等の全国的な情報であるダム事
業評価DBや、管理に関する全国的な情報としてダム諸量DB、経年的水質DB、河川
水辺の国勢調査「ダム湖版」DB等を利用することが必要不可欠である。WECが保有
するこれらのDBは、長期間における管理ダムの事後評価やフォローアップの分析評
価実績から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるDBで
ある。さらに、総合的な評価を行うためには、関係する学識経験者等の協力のもと
に、高度な知識及び 新の情報を蓄積していく必要があるとともに、全国的な広範な
知見のもとに、中立かつ公平な立場で統一的に、行政上の政策検討する必要があ
る。ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の
理由から本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法２９条の３第４項及
び予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1636 （財）河川情報センター
浅瀬石川ダム洪水予測シス
テム検討業務

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢２
番地

平成17年11月10日 26,880,000

当該財団は、レーダ雨量計の合成プログラム（特許出願中）について著作権を有し
ているシステムの開発者として、当該合成システムについて、代替性のない特定の
知識等を有している。本流出予測システムは、リアルタイム、オンラインで当該合成
システムを用いるものであり、当該財団は開発ができる唯一の者である。（会計法２
９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

①一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（13,440,000円、H19年度以降一般
競争入札に移行）

②引き続き随意契約によらざるを得
ないもの（13,440,000円）

1637
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

月山ダム事業効果検討業務

佐藤努
東北地方整備局月山ダム管理所
山形県鶴岡市上名川字東山８－１１
２

平成17年11月14日 23,100,000

事後評価検討にあたっては、ダム事業の工事種別や費用と治水・利水実績からの
事業効果の比較による費用対効果の分析や、水環境・生態系等への影響等の分析
評価が不可欠であり、ダム事業におけるＢ／Ｃ分析等の全国的な情報であるダム事
業評価DBや、管理に関する全国的な情報としてダム諸量DB、経年的水質DB、河川
水辺の国勢調査「ダム湖版」DB等を利用することが必要不可欠である。WECが保有
するこれらのDBは、長期間における管理ダムの事後評価やフォローアップの分析評
価実績から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるDBで
ある。さらに、総合的な評価を行うためには、関係する学識経験者等の協力のもと
に、高度な知識及び 新の情報を蓄積していく必要があるとともに、全国的な広範な
知見のもとに、中立かつ公平な立場で統一的に、行政上の政策検討する必要があ
る。ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の
理由から本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法２９条の３第４項及
び予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
随意契約によらざるを得ないもの
（19,635,000円）

公募手続きを導入
（3,465,000円）

1638
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

管理総合評価検討業務（一
式）

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県三春町大字西方字中ノ内４０
３－４

平成17年9月13日 29,702,500

本業務の実施にあたっては、三春ダムで実施を検討している貯水池の「干し上げ」、
すなわち貯水池の水位低下による湖底の空気への暴露について、水質保全対策上
の評価を行う必要がある。また、三春ダムの管理移行以来の水質保全施設の運用
結果を総合的に判断し、施策の評価を行う必要がある。このためには、ダム管理に
関する全国的な情報としてダム諸量ＤＢ、水質ＤＢを利用することが必要不可欠であ
る。なお、ＷＥＣが保有するこれらのＤＢについては、長期間にわたる調査・研究の実
績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるもの
である。
さらに、 終的なとりまとめにあたっては、関係する学識経験者等のネットワークによ
る 新情報を蓄積するのと併せ、評価方法・改善策についての政策検討として中立
かつ公平な立場から実施する必要がある。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理
由から本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法２９条の３第４項及び
予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び
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契約担当官等の氏名並びにその
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1639 （財）河川情報センター 危機管理演習運営業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年5月19日 17,745,000

　自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理を行えるようにする
ためには、シナリオのない状況の中で臨機の判断等の対処能力を向上させるため
の訓練が不可欠である。
　ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプレーヤーに分かれ、
コントローラーから付与される状況に応じてシナリオを知らされていないプレーヤー
がその場で判断し行動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法
である。
　当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について著作権を有してい
る。また、災害対応について、経験と代替性のない特定の知識等を有する演習実施
組織を擁する唯一の機関である。
　そのため、当該法人でなければ本検討業務において必要とする成果を得ることが
できないため、随意契約を行う。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３
号）

見直しの余地があるもの

①一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（8,843,000円、H19年度以降一般競
争入札に移行）

②随意契約によらざるを得ないもの
（8,902,000円）

1640 （社）東北建設協会 河川管理施設点検検討業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年6月29日 44,310,000

本業務の実施にあたっては、河川管理施設の状況を踏査により的確に把握し、総合
的に現地評価できる能力が必要不可欠である。そのため河川管理の実務に関する
専門的な技術、踏査する河川施設の地理・地勢・地質的特性などの知識並びに豊富
な業務経験が必要とされる。
社団法人東北建設協会は建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発に寄与す
ることを目的に設立された公益法人であり、東北地方整備局管内における河川管理
業務の実績も多数有している。
また当該法人は、河川管理に精通し、卓越した専門的知識を有する豊富な人材を活
用できる他に類を見ないシステムを保持しているとともに、特に河川管理に関して
は、各河川の地域的特性と地域環境を熟知し、経験が豊富で専門的な知識を有す
る人材を保有し活用していることから、本業務を適切に履行できる唯一の機関である
と認められる。
 以上の理由により、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により、
上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1641 （財）先端建設技術センター
堤防除草技術適正化等検討
業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年7月11日 22,470,000

本業務の実施にあたっては、河川に係る広範囲な課題に的確に対応する必要があ
るため、河川管理を熟知しているともに、堤防管理に係わる技術並びに除草機械等
の先端技術に関して、豊富な経験と専門的な知識が必要不可欠である。
財団法人先端建設技術センターは、先端的な建設技術に関する調査研究、開発及
び普及を図ることを目的に設立された公益法人であり、省力化のための建設機械の
ロボット化技術や機械化施工の開発、合理化、効率化などの 新の先端建設技術
に係る情報の収集提供を行うなど高度な技術及び知識並びに河川管理に係わる豊
富な業務経験を有していることから、本業務を適切に履行できる唯一の機関であると
認められる。
以上の理由により、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号に基づき
随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1642 （財）河川環境管理財団 河道管理検討業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年8月24日 38,430,000

本業務は、日々の河道管理のために必要な技術的なマニュアルを検討・作成するた
めの業務であり、判断の中立性・公平性が特に求められるものである。また、マニュ
アル作成並びに検証のためには、当財団がこれまでの研究並びにモデル河川での
実践の中で蓄積してきた当財団が唯一所有する7０項目以上に及ぶ全国主要河川
の「河道情報データベース」が必要。さらに、本業務の実施に当たっては、水環境改
善に関する豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、
様々な分野の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必
要。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法２９条の
３第４項及び予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1643 （財）河川情報センター
レーダー雨量計運用管理業
務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年8月25日 44,100,000

本業務の実施にあたっては、東北地方整備局のレーダ雨量計はもとより、国土交通
省全体のレーダ構成や機能に精通し、再現計算に使用するレーダ雨量計全国合成
システムによる定量観測に熟知していることが必要である。
 (財)河川情報センターは、河川情報等の成果を危機管理対応に役立てる等の目的
で設立された財団法人で、レーダ雨量計全国統一の記録・表示の検討業務を実施
する等レーダ雨量計に関する多くの知識と経験を有している。また、レーダ雨量計受
信電力値データから降雨再現計算を行う際の、レーダ雨量全国合成システムを開発
し、本業務を適切に履行できる唯一の機関であると認められる。
以上の理由により、会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号に基づき随
意契約をおこなうものである。

その他のもの －　（Ｈ１７年度に限る）
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1644 （社）東北建設協会 災害対策調査検討業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年9月1日 15,592,500

　本業務の実施にあたっては、国、県等行政機関の適切な災害対応にかかわる豊
富な知識や経験が必要である。また、民間会社ごとの資機材の保有状況、連絡先等
の民間会社固有の情報を取り扱う業務を行うという性質上、公平・中立的な立場と
職務上の知り得た情報等においては、高度な秘密の保持が必要である。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、防災エキスパート制度を立ち上げ公共
機関の支援を行う等行政的経験を基本とした災害対応に関する豊富な知識と経験
を有し、また、公益法人であることから特定の利害関係がなく、公正性・中立性、高
度な秘密の保持が確保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上ことから、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第３号
により、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1645 （財）河川環境管理財団 ダイオキシン類精度管理業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年9月15日 3,990,000

本業務は、国や県などが行う毒性物質の観点からの河川水質管理（測定データの
精度管理）に必要な技術的なマニュアルを検討・作成するために現場においてモデ
ル的に検証を行う業務であり、判断の中立性・公平性が特に求められるものである。
また、その現場における精度管理を確保するための検証のためには当財団がこれ
までの研究の継続の中で蓄積してきた当財団のみが所有する全国様々な水系の約
500地点の測定データの蓄積である「微量化学物質データベース」が必要。さらに、
本業務の実施に当たっては、水環境改善に関する豊富な知見、高度な技術、検討事
例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専門の学識者、専門家からの広範
な情報収集能力を有することが必要。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当
財団のみである。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号） 見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

1646 （財）河川情報センター
洪水危機時の排水ポンプ車
の効果的な配置・運用の検討
業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年9月15日 26,250,000

　本業務の履行に当たっては、河川に関する専門性や総合的な見識を有しているこ
とはもとより、東北管内の河川の流域特性、排水ポンプ車の機能・効用を熟知してい
るとともに、洪水危機時の対応等に関する豊富な情報収集能力、行政機関が実施す
る危機管理に関する特定の知識を有していることが必要不可欠である。
　（財）河川情報センターは、「河川・流域情報の収集、処理・加工、解析、保管、提供
に関する調査研究・技術開発を行うことにより、情報管理及び情報提供の手法を確
立し、その成果を広く国・地方公共団体その他の防災関係機関及び国民社会に提
供すると共に、その活用の促進を図り、もって水災害による被害の軽減及び危機管
理並びに河川の適正な管理及び利用の増進に資する」ことを目的として設立された
公益法人である。
上記法人は、河川及び流域に関する各種情報システムの構築・運営を行っており、
河川に関する専門的且つ総合的な見識を有すると共に、システム構築に際し、各河
川の流域特性等を収集・整理するなど、東北管内における河川の流域特性を熟知し
ている。また、収集・整理した情報を活用し、行政機関の災害危機管理計画の作成、
災害危機管理演習の企画運営等を数多く実施し、河川の危機管理対応に関して総
合的且つ高度な見識を有している。さらには、河川の危機管理対応において重要な
役割を担う排水ポンプ車の機能・効用についても熟知している。
　よって、本業務を適切に履行できる者は、上記法人の他にない。（会計法２９条の３
第４項及び予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの

（H19年度以降総合評価による一般
競争に移行）

1647
（社）河川ポンプ施設技術協
会

排水機場等の維持管理の効
率化に関する検討業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年9月28日 12,285,000

本業務は、ポンプ設備の状態を傾向管理することによる維持管理システムの改善を
検討する業務であり、揚排水ポンプ設備や排水機場に係わる技術基準や設計指
針、点検整備要領やその策定経緯に精通する等幅広く、多くの知識と高度な技術力
が必要である。また本業務の実施にあたっては、ポンプ設備に関する広範な情報を
必要とし、これらのデータを体系的に保有し収集する必要がある。さらに検討にあ
たっては、特定の技術や企業からは異なる公平かつ中立な立場での実施が必要不
可欠である。上記の条件を満たすのは当該財団以外にない。（第２９条の３第４項及
び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
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契約を締結した日
契約金額
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1648 （社）東北建設協会
大規模河川管理施設の維持
管理の効率化に関する検討
業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年9月28日 13,146,000

本業務の実施にあたっては、大規模河川管理施設の技術的特性や維持管理及び運
用に関する広範な知識と豊富な業務経験を有するとともに、多くの者から河川管理
施設に係る管理技術・手法等、 新情報の収集が必要であることから、特定の利害
関係を持たない公平・中立な立場での調査及び評価が求められる。
社団法人東北建設協会は、建設事業の円滑な推進に資するため、建設事業に関す
る調査研究等により国土開発の発展に寄与することを目的に設立された公益法人で
あり、大規模河川管理施設の地域的特性を熟知し、河川管理に精通した専門知識
を有する人材及び河川管理業務に係る豊富な業務経験を有していることから、本業
務を適切に履行できる唯一の機関であると認められる。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に
より、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1649 （社）東北建設協会 ダム護岸適正管理検討業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年9月29日 21,000,000

本業務の実施にあたっては、ダムの特性（地形・地質・気象）並びにダム管理上重要
な周辺施設（護岸、道路）が様々であることから、管内の直轄管理ダム個々の特性
に精通するとともに、周辺施設ついて豊富な現場経験と専門的な知識を有している
ことが必要不可欠である。
社団法人東北建設協会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発に寄与
することを目的に設立された公益法人であり、東北管内の直轄ダム法面対策工の現
場経験が豊富であり、管内直轄ダム管理業務を過年度にわたり実施している実績が
あることからダム個々の特性に精通している。
また、上記法人は、ダム周辺施設と同様な河川護岸・道路の管理を多数実施し、専
門的知識及び経験豊富な人材を多数配置しているとともに、前年度に同様の検討業
務を実施しており、当該業務の内容を熟知している。よって、本業務を適切に履行で
きる者は上記法人の他にない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に
より、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1650 （社）東北建設協会 堤防の健全度追跡調査業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年10月13日 74,865,000

本業務の実施にあたっては、徒歩により的確に堤防の健康状態を評価する指標を
確認把握するとともに、現地で直接土木技術者に河川管理に関する技術的説明を
行う業務等を含んでいることから、行政機関が実施する河川管理に関する専門的知
識と豊富な経験を有することが必要不可欠である。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、行政経験を基本とした河川管理に関する
豊富な知識と人材を有するとともに、前年度に同様の業務を実施しており、本業務
の内容を熟知している。
よって、本業務を適切に履行できるものは上記法人の他にない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に
より、上記法人と随意契約をするものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1651 （財）河川情報センター
危機管理演習シナリオ作成業
務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年12月5日 16,905,000

　自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理を行えるようにする
ためには、シナリオのない状況の中で臨機の判断等の対処能力を向上させるため
の訓練が不可欠である。
　ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプレーヤーに分かれ、
コントローラーから付与される状況に応じてシナリオを知らされていないプレーヤー
がその場で判断し行動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法
である。
　当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について著作権を有してい
る。また、災害対応について、経験と代替性のない特定の知識等を有する演習実施
組織を擁する唯一の機関である。
　そのため、当該法人でなければ本検討業務において必要とする成果を得ることが
できないため、随意契約を行う。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３
号）

見直しの余地があるもの

①一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（8,425,000円、H19年度以降一般競
争入札に移行）

②随意契約によらざるを得ないもの
（8,480,000円）

1652 （財）道路保全技術センター
山形地区排水性舗装性能評
価業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年4月1日 3,465,000

本業務は、山形河川国道事務所管内の性能規定発注方式による舗装工事において
施工される排水性舗装の施工後の路面騒音等を測定し、その解析結果に基づいて
排水性舗装の性能評価を行うものである。
業務の実施にあたっては、舗装技術に精通し、性能評価に関する技術の調査、研究
等に関する実績があり、且つ、評価については公平を期する必要がある。
（財）道路保全技術センターは、国内における性能評価に関する業務に関して豊富
な知識と経験を有しており、また、建東道工第84号（平成12年６月14日）において認
められた、性能規定発注方式による舗装工事の唯一の性能評価審査機関である。
以上の理由により、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号に基づき
随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企
画競争を実施）

公募手続きを導入
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1653 （財）海洋架橋・橋梁調査会 橋梁検査業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年4月5日 139,125,000

東北地方整備局では約２０００橋の橋梁を管理しており、これらの橋梁の延命化を図
るために適切な管理を行っていく必要がある。そのためには、現在の橋梁の損傷状
況を橋梁点検により正確に把握し、橋の状態を検査するとともに、これら結果を適切
に管理する必要が生じている。
本業務は、こうした社会的要請に対応して適切かつ効率的な橋梁管理を行うことを
目的に、各種橋梁点検計画（案）の策定、橋梁点検者に対する教育・指導、対策区
分の判定等の検査や補修・補強方法の提案を行うものである。
本業務の遂行にあたっては、道路橋の調査、設計、施工、点検手法・検査技術、補
修・補強方法等、橋梁に関する総合的かつ高度な知識と豊富な経験を有しているこ
とが必要である。また、検査に際しては、補修等の時期を判定することから、橋梁に
関する技術的知見に加えて業績的知見も必要であり、公平中立の立場の者が行う
必要がある。
（財）海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境
その他の問題についての調査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展
を図ることによって、国民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを目的とした
財団で、道路橋の保全に関する高度な技術と豊富な実績を有し、道路橋に係わる調
査・管理業務の高度な知識・技術・情報と豊富な経験を有する唯一の公益法人であ
ることから、本業務に必要な上記能力を有する者は、（財）海洋架橋・橋梁調査会を
おいて他にない。
したがって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の
規定により、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企

画競争を実施）
公募手続きを導入

1654 （財）道路保全技術センター 路面下空洞調査

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年6月30日 33,495,000

本業務は、東北地方整備局管内の事務所が管理する一般国道において、路面下に
発生した空洞を早期に発見することにより、陥没、損傷を未然に防止し、安全で円滑
な道路交通の確保を図るためのものである。
本業務の実施に当たっては、
１．道路の保全技術に精通するとともに、空洞探査車による調査結果から異常信
号の検出、空洞可能性の把握、ボーリング調査・孔内観察に基づく空洞の存　　在、
発生原因の究明など空洞調査の技術・解析に専門知識を有している。
２．道路における陥没原因などの究明に豊富な知識と実績を有している。
ことが必要不可欠である。
(財）道路保全技術センターは、道路保全技術に関する調査研究、診断、技術開発
等、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、道路交通の安全と円滑化に貢献
し、国民生活の向上に寄与することを目的として設立された法人であり、路面下空洞
調査についても、空洞探査車による調査結果を基に空洞発生状況と原因を検討し、
実際の運用面を考慮した実用的な空洞探査手法を確立し、空洞探査マニュアル
（案）を作成するなど空洞調査という特殊な技術に専門知識を有していると共に、東
北地方整備局管内の陥没事例、現場状況に精通しており、本業務を適切に履行で
きる者は、上記以外にいない。
以上の理由により、 会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規
定により、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企
画競争を実施）

公募手続きを導入

1655 （財）道路保全技術センター 透水性舗装機能検討業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年7月21日 12,600,000

透水性舗装は、雨水を舗装体に浸透させ水循環させることにより、ヒ－トアイランド
や都市型内水といった課題に対処することを目的とし開発された舗装技術である。
本業務は、一般国道６号常磐バイパスで試験施工された透水性舗装の、透水機能・
耐久性等の実体把握を行い、その技術的評価検討を行うものである。
本業務の履行にあたっては、透水性舗装に関する計画調査及び設計施工技術の専
門的な知識と経験を有し、施工実施後の効果検証及び技術評価の総合判断を行う
など舗装技術に熟知している必要がある。
財団法人道路保全技術センタ－は、道路保全に関する総合的な技術開発・検討を
行い、効率的な保全技術を広く提供することを目的として設立された公益法人であ
り、さらに、アスファルト混合物事前審査制度の審査機関である等、検討に関し専門
的かつ高度な技術及び知識並びに業務経験を有することから、本業務を適切に履
行できる唯一の機関であると認められる。
以上の理由により、会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３号に基づき随
意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企
画競争を実施）

公募手続きを導入

1656 （財）道路保全技術センター
舗装管理支援システム管理
運用業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年11月16日 10,185,000

本業務は、東北地方整備局管内の舗装工事データを基に『舗装管理支援システム』
の更新を行うものである。
本業務の実施にあたっては、舗装の維持管理に関する専門的な知識と経験を有す
るとともに、システム内容を十分熟知し、かつ運　用・更新についての専門知識と経
験を必要とする。
財団法人道路保全技術センターは、道路保全技術に関する調査研究、開発等を行
い、効率的な保全技術を広く提供することを目的として設立された公益法人であり、
従前から本システムの開発・運用を行うなど、解析に必要なデータを多数有してお
り、さらにシステムを十分熟知し運用に関した専門的で高度な知識と豊富な経験を
有していることから、本業務を適切に履行できる唯一の機関と認められる。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に
より、上記業者と随意契約するものである。

18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わな
いもの

－



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
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1657 （財）道路保全技術センター 排水性舗装性能評価業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年12月12日 46,200,000

本業務は、東北地方整備局管内において性能規定発注方式で施工された排水性舗
装の性能評価の実施及び新たな性能規定評価（すべり抵抗、疲労破壊等）確立のた
めの関連調査・検討を行うものである。
本業務の実施にあたっては、排水性舗装の性能評価に関する技術調査の実績を有
し、舗装技術に関する高度な知識と豊富な経験と新たな性能規定評価についての
新の現状把握をしていることが必要不可欠である。また、舗装の性能評価という業
務の性質上、特定の利害関係を持たない公平・中立的な立場での履行が求められ
る。
財団法人道路保全技術センターは、道路保全技術に関する専門的かつ高度な調
査・研究、開発等を行い、効率的な保全技術を広く提供することを目的とし設立され
た公益法人であり、アスファルト舗装に関する高度な技術力を有し、従前から排水性
舗装の性能規定に関する調査・検討を実施しており、新たな評価手法の検討を行う
にあたっても専門的で高度な知識と豊富な経験を有している。
また東北地方整備局が「性能規定発注方式に関わる性能評価審査機関」として指定
した唯一の評価審査機関でもあり、公益法人であることから特定の利害関係がなく
公平・中立な立場で履行できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に
より、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企
画競争を実施）

公募手続きを導入

1658 （財）道路保全技術センター
東北地方道路災害対応検討
業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成18年1月16日 10,185,000

本業務は、近年の大きな災害（新潟県中越地震、インド洋の大津波）発生に伴う防
災意識の高まりを背景に、道路管理者として道路防災に対する的確な対応を求めら
れていることから、東北地方整備局管内において発生した道路災害の被災データを
収集整理し、道路管理の効率化のために、防災情報を総合的にとりまとめ、様々な
災害に迅速かつ円滑な対応に資する資料を検討するものである。
本業務の実施にあたっては、東北管内の道路状況・地形・地質・気象条件等に精通
するとともに、道路災害に対する原因・対策等についての専門的な知識と豊富な経
験を必要とし、さらに災害に関する行政上の広範囲な知識を保有していることが必
要不可欠である。
財団法人道路保全技術センターは、道路の保全技術の調査開発を推進し、安全で
円滑な道路の確保に貢献することを目的に設立された公益法人であり、道路災害に
関する専門的知識を有し、道路防災の各種ガイドラインを作成するなど行政上の知
識を保有するとともに、道路防災に関する豊富な経験を有する職員を多数配置して
いる。
また当該財団法人は、東北管内における道路の保全を目的とした事前通行規制区
間の解消に関する業務を多数実施し、東北管内の災害箇所を防災ドクターとともに
各種点検を多数実施するなど、東北における道路状況・地形・地質を熟知している
唯一の機関である。よって本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に
より、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企
画競争を実施）

公募手続きを導入

1659 （社）雪センター
東北地方道路雪対策技術検
討業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成18年1月16日 30,334,500

本業務の実施にあたっては、東北管内の冬期における道路状況・地形・気象等に精
通するとともに、道路管理等の視点から高度な技術的判断を必要とし、さらに民間で
開発された消融雪技術及び雪氷予測の精度を評価する必要があることから、特定
の利害関係を持たない公平・中立な立場での履行が求められる。
社団法人雪センターは、道路の克雪に関する総合的な調査研究及び技術開発を行
うことにより、降雪時期の安全性・快適性等の向上を図り、もって国民生活の向上に
貢献することを目的に設立された公益法人であり、特定の利害関係が無く公平・中
立な立場での業務の履行ができる。
また当該社団法人は、東北管内の雪に関する研究やサーマルマッピング調査を多
数実施するなど、東北における冬期間の道路状況・地形・気象に精通し、高度な技
術的判断を必要とする雪に関する各種ガイドラインを作成するなど、行政上の専門
的知識を有する唯一の機関である。よって、本業務を実施できる者は、上記法人の
他にない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に
より、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1660 （財）先端建設技術センター
新技術適用性等評価検討業
務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年8月10日 14,994,000

　本業務にあたっては、新技術開発に関する調査及び開発に関する評価できる専門
的知識、豊富な業務経験が不可欠である。
　又、申請者からの新技術における申請に対して、公平かつ客観的な評価資料の作
成が必要とされる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1661 （財）先端建設技術センター
建設施工に関する自動化技
術調査検討業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年8月11日 13,555,500

　本業務の実施にあたっては、多くの者から自動化技術、ロボット化技術に係わる
先端でかつ広範な技術・情報等の収集が必要で、特定の利害関係を持たない公平・
中立な立場での調査及び評価が求められる。また、災害対策等に関する高度な知
識と豊富な業務経験も必要とされる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1662 （社）日本建設機械化協会
歩車道除雪機械の安全性・作
業性向上に関する調査開発
業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年10月3日 31,678,500

　本業務の実施にあたっては、歩道用及び車道用除雪機械の構造に精通し、除雪
作業の施工技術の調査研究に関する高度な知識と豊富な経験が不可欠であるとと
もに、多くの者から除雪に係る各種情報の収集が必要であることから、特定の利害
関係を持たない公平・中立な立場での調査及び評価が求められる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するた
めの準備に時間を要するもの
（企画競争を実施）

公募手続きを導入

1663 （社）日本建設機械化協会
施工技術開発実施計画検討
業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年12月5日 8,400,000

　本業務の実施にあたっては、道路、河川事業に関する多様な現場ニーズ情報等の
内容を総合的に分析し、安全・環境・コスト等政策的見知から国民のニーズに合致し
た技術開発の必要性について中長期的な検討が必要である。　このため、機械化施
工技術の調査研究に関する高度な知識と豊富な経験を有し、かつ 新の施工技術
情報等を把握していることが必要不可欠であり、また、機械化施工等に係る技術開
発テーマの評価・選定という業務の性質上、特定の利害関係を持たない公平・中立
な立場での履行が求められる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するた
めの準備に時間を要するもの
（企画競争を実施）

公募手続きを導入

1664 （財）先端建設技術センター 新技術活用調査検討業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年12月20日 27,426,000

　本業務の実施にあたっては、新技術の開発や評価についての専門的な知識や豊
富な業務経験を有することはもとより、民間により開発された建設技術を客観的に評
価する必要があることから、特定の利害関係を持たない公平・中立的な立場での履
行が求められる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1665 （財）日本緑化センター
みちのく自然共生園基礎調査
業務

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-10

平成17年10月28日 16,432,500

　本業務の遂行にあたっては、以下のことが必要である。
（１）利活用資源としての動植物の保全･再生技術と維持管理手法、及び環境学習等
運営への展開に関する豊富な知識を有すること
（２）希少生物資源の管理方策に関する豊富な知識を有すること
（３）生態環境基盤整備に関する高度な技術と豊富な経験を有すること
（４）他国営公園等における豊富な実績を踏まえ、 新の公園緑地技術に沿った調
査の実施及び新たな技術の蓄積が必要なこと
（５）国営公園事業計画に反映することから、中立性･公平性が求められること
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（19
年度契約では、企画競争を実施
し、20年度以降、総合評価によ
る一般競争等に移行）

1666 （社）日本公園緑地協会
みちのく公園事業効果検討業
務

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-10

平成17年12月8日 14,910,000

本業務の遂行にあたっては、公園緑地行政全般、中でも国営公園の計画、整備、管
理運営について熟知しているのみならず、国営公園の費用対効果等事業効果の分
析について十分な知識と技術、経験を有する必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（19
年度契約では、企画競争を実施
し、20年度以降、総合評価によ
る一般競争等に移行）

1667 （社）雪センター
地域と連携したみちのく公園
冬期利用促進調査業務

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-10

平成17年12月9日 2,730,000

本業務の遂行にあたっては、積雪寒冷地域で行政が進めてきた観光振興策や公園
の利活用策と課題に精通し、十分な評価及び判断能力を有していること、民間企業
等と利害関係を持たない公平・中立的立場での業務遂行が可能なこと、及び積雪寒
冷地の市町村との連携や市町村からの情報収集能力を有していることの全てを満
たしている必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1668 （社）東北建設協会
行政資料作成補助及び積算
補助業務委託

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年7月1日 27,518,400

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入

1669 （社）東北建設協会
行政情報の電子的提供資料
作成業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年5月30日 4,998,000

本業務は、イントラネット（ねっとこむとうほく）やインターネットホームページで提供す
る資料作成を行うものであり、情報収集にあたり、東北地方整備局内の行政情報を
知り得る状態であることから、公平・中立性と秘密の保持が必要不可欠である。
また、資料の作成にあたっては、国土交通行政推進と事業の推進において、中立的
及び公平性に基づいた内容であるとともに、迅速に情報提供する必要があるため、
東北地方整備局各部・課の事業全般について充分に熟知している必要がある。以上
のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1670 （社）東北建設協会 河川資料保管業務委託
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年4月1日 9,639,000

　本業務を実施するに当たっては、以下の点が不可欠な条件となる。
　・行政文書を管理することから、公平・中立的な立場と高度な秘密の保持を確保で
きること。
　・必要な資料・図書を効率的に検索するため、河川行政全般にわたる広範な知識
と河川事業における各種業務に関する十分な理解度を有していること。
　（社）東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共の
ために行政補完を行う公益法人であり、特定の利害関係がなく、公平・中立性と高度
な秘密の保持と信頼性が確保ができる。
　また、河川部に係る河川行政全般にわたる広範な知識と、河川部に係る河川事業
における各種業務に関する豊富な業務経験を有している。
　以上の理由により、本業務を履行するに必要かつ十分な能力を有しているのは当
該機関以外にないものと判断され、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４
第３号により随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1671 （社）東北建設協会 現場技術業務委託（監督官）

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央三丁目２０－３８

平成17年4月1日 90,300,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1672 （社）東北建設協会
現場技術業務委託（電気通信
課）

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央三丁目２０－３８

平成17年4月1日 30,240,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1673 （社）東北建設協会
現場技術業務委託（河川出張
所）

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央三丁目２０－３８

平成17年4月1日 59,640,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1674 （社）東北建設協会
現場技術業務委託（国道維持
出張所）

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央三丁目２０－３８

平成17年4月1日 104,475,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1675 （社）東北建設協会
行政資料作成補助及び積算
補助業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央三丁目２０－３８

平成17年4月6日 322,235,445

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入

1676 （社）東北建設協会 道路管理補助業務委託

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央三丁目２０－３８

平成17年4月1日 138,075,000

　本業務の履行にあたっては、道路管理に関する業務が道路法の規定に基づくもの
であることから、この規定を熟知しているとともに、行政機関が実施する道路管理に
関する豊富な知識や経験が必要である。また、道路に係る不法行為の状況把握等
を行うものであり、業務の性質上、公平・中立的な立場と職務上知り得た情報等にお
いては高度な秘密の保持が必要である。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした道路管理に関
する豊富な知識を有するとともに、道路法にも精通している。また、公益法人である
ことから特定の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な機密の保持が確保できる。
よって、本業務を実施できるものは、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入
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1677 （社）東北建設協会 河川巡視業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央三丁目２０－３８

平成17年4月1日 29,190,000

　河川巡視業務は、定常巡視は、不法行為の発見及びその抑止等初期対応が重要
なものの発見、車上からの河川管理施設等の巡視に重点を置き、特定巡視は、取
水及び占用許可施設、土石等の採取、工作物の新築等及び土地の掘削等の行為
の巡視、河川管理施設及び許可工作物の維持管理状況等、定常巡視では見れない
れない項目を事前に設定し詳細に巡視
する。
  ゴミ等の不法投棄や不法行為並びに堤防など河川管理施設の異常を速やかに発
見し、口頭による注意の指導、監督職員への通報、報告をするものである。
　また、管理補助業務は、河川許認可業務等の河川管理の補助業務、ＣＣＴＶ監視
による異常発見報告などを実施するものである。
　当該業務の遂行にあたっては、河川法等関係法令の規定に基づいて履行されるも
のであるためこれらの規定を熟知し、河川管理施設等の構造基準及び河川の特性
等の知識、行政機関が実施する河川管理に関する豊富な知識や経験が必要であ
る。また、河川に係る不法行為の状況把握等を行うものであり、業務の性質上、公
平・中立的な立場と職務上知り得
た情報等においては、高度な秘密の保持が必要である。
  （社）東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共の
ために行政補完を公益法人であり、行政的経験を基本とした河川管理に関する豊富
な知識を有するとともに、河川関係法令等にも精通している。また、公益法人である
ことから特定の利害関係がなく、公平性、中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号の規定により、
上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1678 （社）東北建設協会 用地補償技術業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央三丁目２０－３８

平成17年4月1日 22,890,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明
の補助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が
極めて高い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の
醸成が不可欠なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務
員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知
識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高
度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1679 （社）東北建設協会 水質（採水分析）業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央三丁目２０－３８

平成17年4月1日 55,125,000

本業務で得られるデ－タは、行政機関が行う水質汚濁防止法に基づいた測定結果
の公表、環境基準の設定等に用いられるため、高い精度が要求されるものである。
本業務では、県内各地から集められた多数の採水サンプルを取り扱うことから、行
政的経験を基本とした統一的な視点での分析、的確なデ－タ照査を行う能力が必要
不可欠である。また、分析結果は流域住民の生活と健康に深く関わるものであるた
め、関係機関との協議を経て正式に公表するまでの間は、分析結果について守秘す
る義務がある。
（社）東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共のた
めに行政補完を行う公益法人であり、水質分析に関する豊富な知識と経験を有して
いるとともに、長年にわたり東北地方全域で同種同業務を実施しているため、行政
経験を基本とした統一的な視点での分析、的確なデ－タ照査を行うことが可能であ
る。また、公益法人であることから特定の利害関係もなく、公平、中立性、高度な守
秘義務を確保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に
より、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1680 （社）東北建設協会 水質自動監視装置保守

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央三丁目２０－３８

平成17年4月1日 12,390,000

当装置によって得られるデ－タは、水質汚濁防止法に基づいて行う水質分析の基礎
となるものであるため、常に監視装置を万全な状態に保守するとともに、観測デ－タ
の妥当性に関して的確な照査能力が必要である。また、分析結果は、流域住民の生
活と健康に深く関わるものであるため、関係機関との協議を経て正式に公表するま
での間は、分析結果について守秘する義務がある。
（社）東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共のた
めに行政補完を行う公益法人であり、水質分析や当該装置に関する知識に加え、行
政的経験から得られた的確なデ－タ照査能力を有するとともに、公益法人であるた
め、利害関係のない公正・中立な立場にあり、秘密の保持が確保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にいない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）
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1681 （社）東北建設協会
雨量等観測所機器点検及び
水文資料整理業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央三丁目２０－３８

平成17年4月1日 12,075,000

　本業務では、広範囲に点在する観測所、観測機器及び観測施設の維持・管理と、
水文観測所で観測された記録紙等の読み取り・照査を行い、今後の河川事業に関
わる重要なデータの管理等を扱う。そのため、流域に精通し、降雨・流況特性並びに
観測機器の特性に関する知識を有するとともに、観測データの妥当性に関する的確
な照査能力等の水文データ処理全般に関する技術力等が必要である。また、観測
データに関する様々な情報を取り扱うという性質上、公平・中立的な立場と職務上知
り得た情報等においては高度な秘密保持が必要である。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、水文データに関する豊富な知識と経験
を有しているとともに、長年に亘り東北地方全域で同種業務を実施しているため、行
政的経験を基本とした統一的な視点での分析、的確なデータ照査を行うことが可能
である。また、公益法人であることから特定の利害関係もなく、公平・中立性、高度な
守秘義務を確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、
上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1682 （社）東北建設協会 出水時等河川状況把握業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央三丁目２０－３８

平成17年4月1日 3,517,500

本業務の遂行にあたっては、出張所の業務補完として機能してもらうため、河川法
の規定を熟知していることに加え、河川管理施設についての行政機関が実施する河
川管理に関する豊富な知識や経験が必要である。また、緊急時の迅速かつ適切な
判断力、業務の性質上公平・中立的な立場と職務上知り得た情報等においては、高
度な秘密の保持が求められる。
（社）東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共のた
めに行政補完を行う公益法人である。公共物の管理については、河川管理者として
の立場での豊富な行政経験と知識を有するとともに、河川法にも精通し、かつ、岩木
川及び馬淵川の直轄管理区間の河川状況をよく把握している。出水時、地震時に迅
速に対応できる唯一の機関である、また、公益法人であることから特定の利害関係
がなく、公平性、中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号の規定により、上
記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1683 （社）東北建設協会 馬淵大堰情報管理業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央三丁目２０－３８

平成17年4月1日 6,195,000

本業務の遂行にあたっては、大規模堰管理に関する知識が必要であるとともに、行
政的経験を基本とした大規模堰管理に関する経験が必要である。また、大規模堰管
理に関する様々な情報を取り扱うという性質上、公平・中立な立場と職務上知り得た
情報等においては、高度な秘密の保持が必要である。
（社）東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共のた
めに行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本として大規模堰管理に関す
る豊富な知識と経験を有するとともに、公益法人であることから特定の利害関係がな
く、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。よって、本業務を実施できる
者は、上記法人の他にいない。
以上のことから会計法第29条の3第4項、予法令第102条の4第3号の規定により、上
記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1684 （社）東北建設協会
岩木川広報体験活動・管理運
営等業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央三丁目２０－３８

平成17年7月8日 11,655,000

 本業務の履行にあたっては、河川管理、河川環境等の行政全般にわたる専門知識
を有し、その知識を活かして的確な企画・運営等が求められる。さらに企画運営にお
いては学識経験者との日程調整や各地域団体との調整等も必要になることから、行
政的経験を基本とした幅広い知識が要求される。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川・ダム等に
関する豊富な知識を有しており、関係機関との調整、企画運営業務等の実績が豊富
で、同種業務に精通している。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1685 （社）東北建設協会 未取得土地調査等業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央三丁目２０－３８

平成17年11月8日 1,680,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明
の補助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が
極めて高い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の
醸成が不可欠なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務
員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知
識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高
度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1686 （社）東北建設協会
第５４回洪水予報技術研究会
運営業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央三丁目２０－３８

平成18年1月23日 955,500

　本業務の履行にあたっては、洪水予報・水防連絡業務の観点から、河川管理等の
専門知識を有し、その知識を活かして的確且つ会議の進行上、スムーズな企画・運
営等が求められる。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川・ダム等
に関する豊富な知識を有しており、委員会及び検討会等において、関係機関との調
整、企画運営業務等の実績が豊富で、同種業務に精通している。
　よって、本業務を円滑に遂行できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1687 （社）東北建設協会 高瀬川水系水質採水作業
大嶋武志
東北地方整備局高瀬川河川事務所
青森県八戸市石堂３丁目７－１０

平成17年4月13日 4,357,500

本作業で採水された試料により分析されたデータは、行政機関が行う水質汚濁防止
法に基づいた測定結果の公表等に用いられるため、採水時おける現地状況による
採水の判断並びに均一的な採水や採水後に常に適正な固定処理を行わないと適正
な水質分析結果が得られないことから、採水採泥作業に熟知した専門的技術が必
要とされる。また、分析結果は流域住民の生活と健康に深く関わるものであるため、
関係機関との協議を経て正式に公表するまでの間は、分析結果について守秘する
義務がある。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、水質分析に関する豊富な知識と経験を有
しているとともに、長年に亘り東北地方全域で同種業務を実施しているため、行政的
経験を基本とした統一的な視点での分析、的確なデータ照査を行なうことが可能で
ある。また、公益法人であることから特定の利害関係もなく、公平・中立性、高度な守
秘義務を確保できる。
よって、本作業を実施できる者は、上記法人の他にない。
  　 以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規程に
より、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1688 （社）東北建設協会
小川原湖出張所管内河川巡
視業務委託

大嶋武志
東北地方整備局高瀬川河川事務所
青森県八戸市石堂３丁目７－１０

平成17年4月1日 6,405,000

　本業務の履行にあたっては、河川法の規定に基づいて履行されるものであるた
め、この規定を熟知していることに加え、行政機関が実施する河川管理に関する豊
富な知識や経験が必要となる。また、河川に係わる不法行為の状況把握等を行うも
のであり、業務の性質上、公平且つ中立的な立場と職務上知り得た情報等において
は、高度な秘密の保持が必要である。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川管理に関す
る豊富な知識を有すると共に、河川法にも精通している。また、公益法人であること
から特定の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。よっ
て、本業務を実施できる者は、上記法人の他に存在しない。
　以上のことから会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1689 （社）東北建設協会
高瀬川水系観測所保守点検
資料整理業務

大嶋武志
東北地方整備局高瀬川河川事務所
青森県八戸市石堂３丁目７－１０

平成17年4月13日 18,375,000

河川水質自動監視装置によって得られるデータは、水質汚濁防止法に基づいて行う
水質分析の基礎となるものであるため、常に監視装置を万全な状態に保守するとと
もに、観測データの妥当性に関して的確な照査能力が必要である。また、分析結果
は流域住民の生活と健康に深く関わるものであるため、関係機関との協議を経て正
式に公表するまでの間は、分析結果について守秘する義務がある。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、水質分析や当該装置に関する知識に加
え、行政的経験から得られた的確なデータ照査能力を有するとともに、公益法人で
あるため、利害関係のない公正・中立な立場にあり、秘密の保持が確保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1690 （社）東北建設協会
高瀬川行政資料作成補助及
び積算補助業務委託

大嶋武志
東北地方整備局高瀬川河川事務所
青森県八戸市石堂３丁目７－１０

平成17年4月21日 1,587,600

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1691 （社）東北建設協会 ホバークラフト運転業務
大嶋武志
東北地方整備局高瀬川河川事務所
青森県八戸市石堂３丁目７－１０

平成17年6月30日 357,000

本業務の履行にあたっては、地域住民を搭乗させることから、安全に運転することが
重要であり、また、船舶運転者は、船舶免許を有しかつ湖底状況及び漁網設置状況
等現地に精通していなければならない。さらに河川行政に関する行政的、専門的な
内容を的確に理解し、「河川体験パトロール」に反映させることが重要である。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、その定款において「建設事業普及のため
の広報活動」を行うこととされており、行政的経験を基本とした河川事業に関する豊
富な知識を活かした的確な運営業務の実績は他の追随を許さない。さらに小川原湖
内での船舶を使用した種々の業務実績があり、湖底状況及び漁網設置状況等現地
に精通した技術者を有している。よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他に
ない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号の規定により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1692 （社）東北建設協会 用地補償技術業務

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事務
所
中津軽郡西目屋村大字田代字神田
５７

平成17年4月1日 11,970,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明
の補助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が
極めて高い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の
醸成が不可欠なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務
員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知
識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高
度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1693 （社）東北建設協会 津軽ダム広報室運営業務

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事務
所
中津軽郡西目屋村大字田代字神田
５７

平成17年4月5日 14,196,000

本業務の履行にあたっては、ダム建設、河川管理、河川環境等の行政全般にわたる
見識並びに西目屋地域に関する情報・知識を有し、これら見識を活かして的確な企
画・運営を行うことが求められる。さらに企画運営においては学識経験者との調整や
各地域団体との調整等も必要になることから、行政的経験を基本とした幅広い知識
が要求される。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本としたダム・河川等に
関する豊富な知識を有しており、関係機関との調整、企画運営業務等の実績が豊富
で、同種業務に精通している。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、
上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1694 （社）東北建設協会 津軽ダム水質採水作業

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事務
所
中津軽郡西目屋村大字田代字神田
５７

平成17年4月4日 1,680,000

　本業務の採水で得られるデータは、ダム建設の水環境に及ぼす影響の予測・評価
等に用いられるため、高い精度が要求されるものである。この要求を満たすために
は、採水・運搬・分析の各段階を通じて適切な試料管理ならびに現地と試験室の双
方における一貫した精度管理を必要とする。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人である。同法人は平成１６年度をはじめ、長年
にわたり青森河川国道事務所において水質分析業務を受託し実施してきたところで
あり、採水・分析と一貫した精度管理をおこなうことが可能である。また、公益法人で
あることから特定の利害関係もなく、公平性・中立性を確保できる。
　よって、本業務を実施できるものは、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1695 （社）東北建設協会 津軽ダム非融雪期採水作業

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事務
所
中津軽郡西目屋村大字田代字神田
５７

平成17年10月7日 1,995,000

　本業務の採水で得られるデータは、ダム建設の水環境に及ぼす影響の予測・評価
等に用いられるため、高い精度が要求されるものである。この要求を満たすために
は、採水・運搬・分析の各段階を通じて適切な試料管理ならびに現地と試験室の双
方における一貫した精度管理を必要とする。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人である。同法人は長年にわたり青森河川国道
事務所において水質分析業務を受託し実施してきたところであり、採水・分析と一貫
した精度管理をおこなうことが可能である。また、公益法人であることから特定の利
害関係もなく、公平性・中立性を確保できる。
　よって、本業務を実施できるものは、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1696 （社）東北建設協会
津軽ダム工事事務所現場技
術業務

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事務
所
中津軽郡西目屋村大字田代字神田
５７

平成17年4月1日 118,230,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1697 （社）東北建設協会
生活文化調査講演会企画運
営業務

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事務
所
中津軽郡西目屋村大字田代字神田
５７

平成17年8月1日 934,500

本業務の履行にあたっては、ダム事業により水没する地区の歴史・文化・生活様式
を地域住民に対してわかりやすく伝えることが重要であり、ダム事業に関する行政
的、専門的な内容を的確に理解し、企画運営に反映させることが必要である。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、その定款において「建設事業普及のため
の広報活動」を行うこととされており、行政的経験を基本としたダム事業に関する豊
富な知識を活かした的確な企画運営業務については、「学習館管理運営業務」によ
る地域文化紹介の実績が示すように、他の追随を許さない。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1698 （社）東北建設協会
津軽ダム工事事務所行政資
料作成補助及び積算補助業
務委託

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事務
所
中津軽郡西目屋村大字田代字神田
５７

平成17年7月20日 0

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入

1699 （社）東北建設協会 技術検討会運営業務

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事務
所
中津軽郡西目屋村大字田代字神田
５７

平成17年9月6日 976,500

本業務の履行にあたっては、ダム事業及び流域全体の河川環境に関して地域住民
に対してわかりやすく伝えることが重要であり、ダム事業に関する行政的、専門的な
内容を的確に理解し、企画運営に反映させることが必要である。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、その定款において「建設事業普及のため
の広報活動」を行うこととされており、行政的経験を基本としたダム事業に関する豊
富な知識を活かした的確な企画運営業務については、「平成１６年度技術検討会運
営業務」による岩木川流域意見交換会の開催実績が示すように、他の追随を許さな
い。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1700 （社）東北建設協会 業務報告会運営業務

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事務
所
中津軽郡西目屋村大字田代字神田
５７

平成18年2月10日 672,000

本業務の履行にあたっては、河川行政に関して専門的な経験を有し、的確に運営す
ることが必要である。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川事業に関す
る豊富な知識を活かした的確な運営業務については、「平成１６年度　業務報告会
運営業務」による業務報告会の開催実績が示すように、他の追随を許さない。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1701 （社）東北建設協会 河川巡視業務委託

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 108,465,000

本業務の履行にあたっては、河川法の規定に基づいて履行されるものであるため、
この規定を熟知していることに加え、行政機関が実施する河川管理に関する豊富な
知識や経験が必要である。また、河川に係る不法行為の状況把握等を行うものであ
り、業務の性質上、公平・中立的な立場と職務上知り得た情報等においては高度な
秘密の保持が必要である。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川管理に関す
る豊富な知識を有するとともに、河川法にも精通している。また、公益法人であること
から特定の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1702 （社）東北建設協会
岩手河川国道事務所現場技
術業務委託（盛岡・水沢・一関
出張所）

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 205,275,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入
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1703 （社）東北建設協会 岩手現場技術業務委託

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 224,227,500

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1704 （社）東北建設協会 技術管理資料整理業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 3,412,500

本業務は、岩手河川国道事務所の技術管理に係る資料整理を、円滑かつ適切に処
理を行い、業務能率の向上を図るものである。業務上、内部資料を取り扱う機会の
多い本業務においては、情報の漏洩を防ぐとともに、円滑な資料整理が不可欠とな
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1705 （社）東北建設協会
出水時等河川情況把握業務
委託

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 4,830,000

　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川管理に関
する豊富な知識を有するとともに、河川法にも精通しており、出水時の情況把握とい
う本業務の遂行に も適する。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1706 （社）東北建設協会
出水時等砂防関係情況把握
務委託

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 1,522,500

　本業務の遂行にあたっては、当該施設の構造的特徴の熟知や、迅速な巡視行動
及び巡視・点検中における各施設の被災状況を把握した情報の的確な報告が、被
災を 小限にとどめるため特に必要とされるものである。
　社団法人東北建設協会は、行政的な判断を有する人材を多数有していること及
び、長年にわたり当事務所管内の河川を含む施設巡視を実施し、情報の収集やそ
の把握について熟練していることから、被災地における迅速かつ的確な情報の伝達
が可能である。また、上記協会以外に、直轄施設についての巡視及び点検の経験を
有し、かつ現地に精通した業者は他にない。よって本業務を実施できる者は、上記
法人の他にない、よって会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の
規定により、上記法人と随意契約を行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1707 （社）東北建設協会
水文観測資料整理・点検業務
委託

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 16,275,000

本業務の遂行のためには豊富な経験を要するが、上記推薦者は、建設事業の円滑
な推進に資することを目的として設立された社団法人であり、これまでの実績より施
設の点検、資料整理結果の信頼性は十分満たしているものである。
よって、本業務を円滑に遂行できる業者は上記推薦者以外にはない。よって本業務
を実施できる者は、上記法人の他にない、よって会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３号の規定により、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1708 （社）東北建設協会
登録・検索システム管理運営
業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 3,255,000

業務上、内部資料を取り扱う機会の多い本業務においては、情報の漏洩を防ぐとと
もに、業務の状況に応じて資料等の円滑な登録・検索作業が不可欠となる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号) 見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1709 （社）東北建設協会
道路管理技術補助その他業
務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 86,362,500

　業務の実施にあたっては、道路法を根幹とする道路行政を担う高い公共性と特定
の利害に左右されない中立性、公平性を必要とし、道路事業を含めた建設行政事務
全般の知識と技術、管内道路状況、施設類掌握に精通し、道路法の規定、許認可
等の認知、裁定能力を有することが必要である。また、業務に対しては、迅速かつ適
切な判断と行動が必要であり、道路利用者との対応上も信頼のある人材と道路行
政、施策事業等を掌握することから秘密保持と信頼性が求められる。
　社団法人 東北建設協会は、建設技術全般についての技術情報や道路管理に係
わる上記管理業務に精通する経験者を多数有しているほか、道路管理に携わる人
材の研修、育成にも力を注いでおり、本業務の履行において特定の利害関係をもた
ないため、中立性、公平性と秘密保持においての信頼性が高く、上記条件 を満た
し、本業務を適切に遂行できる唯一の機関であると認め られる。
 以上の理由によって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に
より随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1710 （社）東北建設協会
北上川学習交流館企画運営
支援業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 18,270,000

本業務の実施にあたっては、河川管理、河川環境等の行政全般にわたる専門知識
と北上川学習交流館の内部に精通した運営が求められる他、企画運営においては
学識経験者との日程調整や各地域団体との調整等も必要なことから、行政的経験
を基本とした知識が要求される。上記法人は、建設事業の円滑な推進に資すること
を目的とした社団法人であり、また河川、ダム、等に関連する豊富な知識も有してお
り、関係機関との調整、管理、企画運営業務等の実績も多く、的確に遂行しており、
本業務のような企画運営の業務に精通していることから、本業務を円滑に遂行でき
る業者は上記法人以外にない。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定により、随意
契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）
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1711 （社）東北建設協会 用地補償技術業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 33,915,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明
の補助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が
極めて高い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の
醸成が不可欠なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務
員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知
識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高
度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1712 （社）東北建設協会
北上川上流採水、水質分析
業務委託

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月11日 55,650,000

  本業務で得られるデータは、行政機関が行う水質汚濁防止法に基づいた測定結果
の公表、環境基準の設定等に用いられるため、高い精度が要求されるものである。
本業務では、県内各地から集められた多数の採水サンプルを取り扱うことから、行
政的経験を基本とした統一的な視点での分析、的確なデータ照査を行う能力が必要
不可欠である。また、分析結果は流域住民の生活と健康に深く関わるものであるた
め、関係機関との協議を経て正式に公表するまでの間は、分析結果について守秘す
る義務がある。社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協
力し、社会公共のために行政補完を行う公益法人であり、水質分析に関する豊富な
知識と経験を有しているとともに、長年に亘り東北地方全域で同種業務を実施してい
るため、行政的経験を基本とした統一的な視点での分析、的確なデータ照査を行う
ことが可能である。また、公益法人であることから特定の利害関係もなく、公平・中立
性、高度な守秘義務を確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
  以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1713 （社）東北建設協会
水質自動監視装置保守点検
作業

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月14日 7,560,000

河川水質自動監視装置より得られるデータは、水質汚濁防止法に基づいて行う水質
分析の基礎となるものであるため、常に監視装置を万全な状態に保守する必要があ
る。また、観測データは流域住民の生活と健康に深く関わるため、データの妥当性に
関して的確な照査能力が必要であるとともに、分析結果について守秘する義務もあ
る。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、水質分析や当該装置に関する知識に加
え、行政的経験から得られた的確なデータ照査能力を有するとともに、公益法人で
あるため、利害関係のない公正・中立な立場にあり、秘密の保持が確保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他ない。
以上のことから、会計法第２９条の３、第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1714 （社）東北建設協会 建設事業懇談会運営等業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月15日 987,000

本業務は、建設事業の一環として、国家公務員志望者が在学していると思われる県
内各学校の進路担当者と当局関係者において、当局の事業概要・職場状況・採用
動向に関する懇談会を企画運営し、記録・写真等を基に議事録を作成するものであ
るが、この運営等にあたっては、懇談会の内容に深い理解を示し開催内容に精通し
ていることが必要となる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1715 （社）東北建設協会
第１回地域づくりレポーター会
議運営業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年5月27日 483,000

本業務は、地域住民から地域づくり・河川道路等の社会資本整備に関する取組への
評価やこれら施策への提言をいただくことを目的とした「地域づくりレポーター」制度
の一環として、レポーターとの意見交換の場である「地域づくりレポーター会議」の企
画運営を行うものである。この運営にあたっては、同制度について深い理解を示しか
つ開催趣旨に精通していることが必要となる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1716 （社）東北建設協会
０５北上川清流化記念行事記
録冊子作成業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年6月1日 1,995,000

本業務は、昨年行われた記念行事のとりまとめであり、本業務を円滑に遂行できる
業者は、行事運営を行った（社）東北建設協会以外にない。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定により、随
意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1717 （社）東北建設協会
ＪＲ東北本線衣川橋りょう技
術検討会運営業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年6月27日 462,000

本業務の実施にあたっては、河川施設の設計管理等の行政全般にわたる専門知識
（鉄道も含む）と委員会開催に精通した運営が求められる。
上記法人は、建設事業の円滑な推進に資することを目的とした社団法人であり、ま
た河川、道路、ダム及び付帯工事等に関連する豊富な知識も有しており、会議運営
等に精通していることから、本業務を円滑に遂行できる業者は、上記法人以外にな
い。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定により、随意
契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）
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1718 （社）東北建設協会
行政資料作成補助及び積算
補助業務委託（４～６月分）

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年8月3日 8,141,385

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入

1719 （社）東北建設協会
岩手山周辺直轄砂防事業環
境調査検討会運営業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年8月19日 441,000

本業務の履行にあたっては、学識経験者との日程調整を図り、スムーズ且つ的確に
運営する必要がある。
上記法人は、建設事業の円滑な推進に資することを目的とした社団法人であるとと
もに、委員会や検討会等の運営に精通し、その実績も多く的確に遂行しており、本業
務を円滑に遂行できる業者は上記法人以外にない。
以上の理由により、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定
により随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1720 （社）東北建設協会
河川環境整備懇談会運営業
務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年10月3日 588,000

本業務の履行にあたっては、懇談会の内容に深い理解を示し開催内容に精通して
いることが重要であり、河川環境整備事業に関する行政的、専門的な内容を的確に
理解し、懇談会運営に反映させることが必要である。
（社）東北建設協会は設立以来、建設事業の推進と建設事業の遂行に協力し、社会
公共のために行政補完を行う公益法人であり、建設行政に対する理解も深く、行政
的経験を基本とした、河川環境整備事業に関する豊富な知識を活かした的確な運営
等業務の実績は他の追随を許さない。
　よって、本業務を遂行するにあたり上記をもって他になく、（社）東北建設協会と会
計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号により、随意契約を行うもので
ある。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1721 （社）東北建設協会
樋門ゲート等構造検討会運
営業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年10月7日 346,500

本業務の履行にあたっては、日程の調整を図り、スムーズ且つ的確に運営する必要
があり、上記法人は建設事業の円滑な推進に資する事を目的とした社団法人である
とともに、委員会や検討会等の運営に精通し、その実績も多く的確に遂行しており、
本業務を円滑に遂行できる業者は上記以外にない。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定により、随意
契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1722 （社）東北建設協会
水閘門操作員講習会運営業
務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年10月21日 840,000

業務の実施にあたっては、河川管理に関わる知識や行政的経験が必要である。
上記法人は、建設事業の円滑な推進に資することを目的とした社団法人であり、河
川全般にわたり豊富な知識を有し、河川管理に係る業務及び会議の運営業務実績
も多い。よって、本業務を遂行できる業者は上記法人以外にない。
以上の理由により、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定により、上記業者と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1723 （社）東北建設協会
全国河川調査官会議運営業
務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年11月2日 210,000

本業務は、スムーズ且つ的確に運営する必要があり、上記法人は建設事業の円滑
な推進に資する事を目的とした社団法人であるとともに、委員会や検討会等の運営
に精通し、その実績も多く的確に遂行しており、本業務を円滑に遂行できる業者は上
記以外にない。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定により随意
契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1724 （社）東北建設協会
東部ブロック河川工事担当者
会議運営業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年11月22日 252,000

　本業務は、日程の調整を図り、スムーズ且つ的確に運営する必要があり、上記法
人は建設事業の円滑な推進に資する事を目的とした社団法人であるとともに、委員
会や検討会等の運営に精通し、その実績も多く的確に遂行しており、本業務を円滑
に遂行できる業者は上記以外にない。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定により、随
意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1725 （社）東北建設協会
行政資料作成補助及び積算
補助業務委託（７月～９月分）

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年12月28日 16,504,530

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入

1726 （社）東北建設協会
行政資料作成補助及び積算
補助業務委託（１０月～３月
分）

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年2月9日 60,543,525

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入
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1727 （社）東北建設協会
第２回ＪＲ東北本線衣川橋りょ
う技術検討会運営業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年2月10日 357,000

本業務の実施にあたっては、河川施設の設計管理等の行政全般にわたる専門知識
（鉄道も含む）と委員会開催に精通した運営が求められる。
上記法人は、建設事業の円滑な推進に資することを目的とした社団法人であり、ま
た河川、道路、ダム及び付帯工事等に関連する豊富な知識も有しており、会議運営
等に精通していることから、本業務を円滑に遂行できる業者は、上記法人以外にな
い。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定により、随意
契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1728 （社）東北建設協会
河川事業担当者会議資料整
理等業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年2月17日 220,500

本業務は、事業費や今後の事業計画など機密資料を扱うこと並びに会議日程の調
整を図り、スムーズ且つ的確に会議を進める必要があり、上記法人は建設事業の円
滑な推進に資する事を目的とした社団法人であるとともに、委員会や検討会等の運
営に精通し、その実績も多く的確に遂行しており、本業務を円滑に遂行できる業者は
上記以外にない。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定により、随意
契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1729 （社）東北建設協会 胆沢ダム現場技術業務委託

溝口宏樹
東北地方整備局胆沢ダム工事事務
所
岩手県奥州市胆沢区若柳字下松原
７７

平成17年4月1日 125,769,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1730 （社）東北建設協会
胆沢ダム行政資料作成補助
及び積算補助業務委託

溝口宏樹
東北地方整備局胆沢ダム工事事務
所
岩手県奥州市胆沢区若柳字下松原
７７

平成17年4月1日 40,135,725

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入

1731 （社）東北建設協会
胆沢ダム学習館管理運営業
務

溝口宏樹
東北地方整備局胆沢ダム工事事務
所
岩手県奥州市胆沢区若柳字下松原
７７

平成17年4月1日 11,739,000

本業務の履行にあたっては、河川管理、河川環境等の行政全般にわたる専門知識
を有し、その知識を活かして的確な企画・運営等が求められる。さらに企画運営にお
いては各種団体との調整等も必要になることから、行政的経験を基本とした幅広い
知識が要求される。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川・ダム等に
関する豊富な知識を有しており、関係機関との調整、企画運営業務等の実績が豊富
で、同種業務に精通している。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1732 （社）東北建設協会
胆沢ダム関連資料調査作成
業務

溝口宏樹
東北地方整備局胆沢ダム工事事務
所
岩手県奥州市胆沢区若柳字下松原
７７

平成18年2月17日 2,782,500

本業務の履行にあたっては、河川管理、河川環境等の行政全般にわたる専門知識
を有し、その知識を活かして的確な企画・運営等が求められる。さらに企画運営にお
いては各種団体との調整等も必要になることから、行政的経験を基本とした幅広い
知識が要求される。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川・ダム等に
関する豊富な知識を有しており、関係機関との調整、企画運営業務等の実績が豊富
で、同種業務に精通している。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1733 （社）東北建設協会
三陸行政資料作成補助及び
積算補助業務（一式）

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川４番１号

平成17年4月1日 114,253,650

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入
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1734 （社）東北建設協会
三陸国道道路巡回その他業
務（一式）

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川４番１号

平成17年4月1日 94,342,500

　本業務の履行にあたっては、道路管理に関する業務が道路法の規定に基づくもの
であることから、この規定を熟知しているとともに、行政機関が実施する道路管理に
関する豊富な知識や経験が必要である。また、道路に係る不法行為の状況把握等
を行うものであり、業務の性質上、公平・中立的な立場と職務上知り得た情報等にお
いては高度な秘密の保持が必要である。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした道路管理に関
する豊富な知識を有するとともに、道路法にも精通している。また、公益法人である
ことから特定の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1735 （社）東北建設協会
三陸国道管内現場技術業務
（一式）

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川４番１号

平成17年4月1日 191,625,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1736 （社）東北建設協会 用地補償技術業務委託

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年4月1日 22,890,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明
の補助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が
極めて高い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の
醸成が不可欠なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務
員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知
識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高
度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1737 （社）東北建設協会 未取得土地調査等業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年5月25日 4,168,500

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明
の補助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が
極めて高い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の
醸成が不可欠なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務
員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知
識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高
度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1738 （社）東北建設協会 水文資料整理等業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年7月15日 4,620,000

当水文水質データベースに登録されるデータは、観測データを十分に検証し、欠測
時の補完及び異常値の修正等を行うことから、降雨、流出特性など水文に関する知
識、経験が豊富なうえ地域特性を熟知していなければならない。また、水文水質デー
タベース登録作業には、仙台河川国道事務所内の管理者用の端末機器を使用する
ことがシステム上不可欠であり、作業の迅速性とともに、知り得た各種情報について
守秘する義務がある。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、当該地域の水文データに関する豊富な知
識と経験を有しているとともに、長年に亘り業務を実施しているため、的確なデータ
照査能力を有する。また、公益法人であることから、利害関係もなく、公正・中立な立
場にあり、守秘義務が確保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1739 （社）東北建設協会 学水館管理運営業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年4月1日 14,542,500

本業務の実施にあたっては河川管理、河川環境等の行政全般にわたる専門知識を
有し、その知識を活かして的確な企画・運営が求められる。さらに運営においては各
地域団体との調整等も必要となることから、行政経験を基本とした幅広い知識が要
求される。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川・ダム等に
関する豊富な知識を有しており、関係機関との調整、企画運営等の実績が豊富で、
同種業務に精通している。
よって、本業務を実施できるものは、上記法人の他にない。
以上のことから会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、上
記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）
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1740 （社）東北建設協会
阿武隈川川遊びｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養
成講座等運営業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年4月1日 2,205,000

本業務の実施にあたっては、阿武隈川の河川事業、自然社会環境に関する専門的
意識を有し、その知識を活かして的確な企画・運営が求められる。
さらに運営においては講師等との日程調整等も必要になることから、行政的経験を
基本とした幅広い知識が要求される。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、行政経験を基本とした河川・ダム等に関
する豊富な知識を有しており、関係機関との調整、企画運営等の実績が豊富で、同
種業務に精通している。
よって、本業務を実施できるものは、上記法人の他にない。
以上のことから会計法第２９条の３第４項及び、予決令第１０２条の４第３号により、
上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1741 （社）東北建設協会
阿武隈川の絵図・地図等懇談
会運営業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成18年1月16日 226,800

本業務の履行にあたっては、河川管理、河川環境等の行政全般にわたる専門知識
を有し、その知識を活かして的確な運営等が求められる。さらに企画運営において
は学識経験者との日程調整や阿武隈川沿川自治体との調整等も必要になることか
ら、行政的経験を基本とした幅広い知識が要求される。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川に関する豊
富な知識を有しており、関係機関との調整、企画運営業務等の実績が豊富で、同種
業務に精通している。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号　の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1742 （社）東北建設協会
阿武隈川の歴史と文化を語る
会運営業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年8月1日 588,000

本業務の運営にあたっては、沿岸自治体の資料館等に保管してある資料、写真等を
用いる必要があり、その手続きや調整が必要なことから行政的経験を基本にした知
識、技術を持った技術者が必要である。また、阿武隈川に係る知識も必要とされる。
（社）東北建設協会は、上記要件に該当する技術者を有していることから、当協会と
契約することにより も適切かつ円滑に業務を遂行出来るものと判断されることか
ら、会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３号により随意契約を行うもので
ある。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1743 （社）東北建設協会 河川事業広報業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年7月25日 860,000

本業務の運営にあたっては、主催者との調整及び担当者との密接な連絡等が必要
なこと、また河川事業に対しての質問などに補助的に答えるなどの業務がある。そこ
で行政的経験を基本にした知識、技術を持った技術者が必要である。また「学水館
あぶくま」のPRも行う事から、その知識も必要とされる。
（社）東北建設協会は、上記用件に該当する技術者を有していることから、当協会と
契約することにより も適切かつ円滑に業務を遂行出来るものと判断されることか
ら、会計法第29条の3第4項および予決令102条の4第3号の規定に基づき、（社）東
北建設協会と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1744 （社）東北建設協会 角田管内広報等業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年4月18日 945,000

本業務の運営にあたっては、河川事業を地域住民に対してわかりやすく伝えること
が重要であり、河川事業に関する行政的、専門的な内容を的確に理解し、企画運営
に反映させることが必要である。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、その定款において「建設事業普及のため
の広報活動」を行うこととされており、行政的経験を基本とした河川事業に関する豊
富な知識を活かした的確な企画運営業務の実績は他の追随を許さない。
よって、本業務を実施できるの者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものとする。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1745 （社）東北建設協会 建設事業懇談会運営業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年4月20日 750,750

本業務は、建設事業における人材育成の一環として、国家公務員志望者
が在学していると思われる県内各学校の進路担当者と当局関係者において
当局の事業概要・職場状況・採用動向、人材育成等に関する懇談会を企画
運営し、記録・写真等を基に議事録を作成するものであるが、この運営等
にあたっては、懇談会の内容に深い理解を示し開催内容に精通しているこ
とが必要となる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）
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1746 （社）東北建設協会
東北地方整備局道路資料館
管理及び資料整理業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年4月1日 85,785,000

　本業務の実施に際しては、東北地方整備局の道路整備の経緯や動向、更に道路
に関する広報に精通している必要がある。
　東北地方における建設事業の円滑な推進と国土開発の発展に寄与するために設
立された（社）東北建設協会は、東北地方整備局の道路整備の経緯や動向に精通し
た人材を多数保有しており、また、道路事業に関連した数多くの広報活動も手掛け
ている。
　従って、本業務の適切な実施が可能な者は、当該社団法人以外になく、会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により随意契約をおこなうものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1747 （社）東北建設協会 道路管理業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年4月1日 193,620,000

　本業務の履行にあたっては、道路管理に関する業務が道路法の規定に基づくもの
であることから、この規定を熟知しているとともに、行政機関が実施する道路管理に
関する豊富な知識や経験が必要である。また、道路に係る不法行為の状況把握等
を行うものであり、業務の性質上、公平・中立的な立場と職務上知り得た情報等にお
いては高度な秘密の保持が必要である。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした道路管理に関
する豊富な知識を有するとともに、道路法にも精通している。また、公益法人である
ことから特定の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1748 （社）東北建設協会
道路情報管理施設運転監視
業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年4月1日 118,650,000

　本業務の履行にあたっては、行政的経験を基本とした道路管理に関する豊富な知
識や経験が必要であるとともに、道路に関する様々な情報を取り扱うという性質上、
公平・中立的な立場と職務上知り得た情報等においては高度な秘密の保持が必要
である。
　社団法人 東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした道路管理に関
する豊富な知識と経験を有するとともに、公益法人であることから特定の利害関係
がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1749 （社）東北建設協会
河川水質自動監視装置保守
点検業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年4月27日 6,615,000

　河川水質自動監視装置装置によって得られるデータは、水質汚濁防止法に基づい
て行う水質分析の基礎となるものであるため、常に監視装置を万全な状態に保守す
るとともに、観測データの妥当性に関して的確な照査能力が必要である。また、分析
結果は流域住民の生活と健康に深く関わるため、関係機関との協議を経て正式に
公表するまでの間は、分析結果について守秘する義務がある。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験から得られた的確なデータ
照査能力を有するとともに、公益法人であるため、利害関係のない公正・中立な立
場にあり、秘密の保持が確保できる。また、仙台市青葉区、太白区及び多賀城市に
水質分析や当該措置の保守点検に関する実績と知識のある技術者を配置してお
り、異常発生時の迅速な対応と措置の機能保全を確実に行える体制が確立されて
いる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他ない。
以上のことから、会計法第２９条の３、第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1750 （社）東北建設協会
仙台河川国道事務所現場技
術業務委託

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年4月1日 203,227,500

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1751 （社）東北建設協会
行政資料作成補助及び積算
補助業務委託

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年4月1日 258,923,700

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入
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1752 （社）東北建設協会 道路管理現場技術業務委託

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年4月1日 240,450,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1753 （社）東北建設協会 河川関係現場技術業務委託

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年4月1日 76,020,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1754 （社）東北建設協会 河川管理関係業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年4月1日 68,880,000

　業務の履行にあたっては、河川及び海岸管理業務が、河川法および海岸法の規
定に基づくものであり、これら規定を認知していること、河川等管理において豊富な
経験を有し、河川構造物や河川流水等に関する知識が必要であること、業務の性質
上、中立な立場と職務上知り得た情報等においては秘密の保持が必要であることか
ら、これら条件を満たす唯一の機関である社団法人東北建設協会と会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４項第３号により、随意契約を締結するものであ
る。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1755 （社）東北建設協会 現場技術業務委託

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成17年4月1日 234,559,500

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1756 （社）東北建設協会
行政資料作成補助及び積算
補助業務委託

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成17年4月1日 63,140,490

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入

1757 （社）東北建設協会 北上大堰情報管理業務委託

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成17年4月1日 11,917,500

　本業務の履行にあたっては、社会的に影響の大きい堰の管理を行うことから、堰に
関する知識が必要であるとともに、行政的経験を基本とした堰管理に関する経験が
必要である。また、堰に関する様々な情報を取り扱うという性質上、公平・中立的な
立場と職務上知り得た情報等において高度な秘密の保持が必要である。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした堰管理に関す
る豊富な知識と経験を有するとともに、公益法人であることから特定の利害関係がな
く、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1758 （社）東北建設協会 河川巡視業務委託

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成17年4月1日 79,650,900

　本業務の履行にあたっては、河川法の規定に基づいて履行されるものであるた
め、この規定を熟知していることに加え、行政機関が実施する河川管理に関する豊
富な知識や経験が必要である。また、河川に係る不法行為の状況把握等を行うもの
であり、業務の性質上、公平・中立的な立場と職務上知り得た情報等においては高
度な秘密の保持が必要である。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川管理に関
する豊富な知識を有するとともに、河川法にも精通している。また、公益法人である
ことから特定の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1759 （社）東北建設協会 河川情報連絡等業務委託

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成17年4月1日 11,917,500

　本業務の履行にあたっては、行政的経験を基本とした業務に関する豊富な知識が
必要であるとともに、河川管理に関する様々な情報を取り扱うという性質上、公平・
中立的な立場と職務上知り得た情報等においては高度な秘密の保持が必要であ
る。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川管理に関
する豊富な知識と経験を有するとともに、公益法人であることから特定の利害関係
がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1760 （社）東北建設協会
出水時・地震時等河川状況把
握業務委託

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成17年4月1日 11,802,000

　本業務の履行にあたっては、当局の河川行政的立場での業務実施が必要である
こと、また、非常時の対応に関する知識が必要であるため、河川事業に精通した者
を多人数必要であること、業務の性質上、公平・中立的な立場と職務上知り得た情
報等においては、高度な秘密の保持が必要である。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川管理に関
する豊富な知識を有するとともに、河川法にも精通している。また、公益法人である
ことから特定の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1761 （社）東北建設協会 水文観測資料整理業務

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成17年6月6日 8,295,000

　雨量・水位観測データは河川計画及び洪水対策等の防災業務を遂行する上で
も基本となるものであり、観測データの妥当性に関して的確な照査能力が必要であ
る。また、観測結果は東北地方整備局長が設置する品質管理委員会の確認を経て
正式に公表するものであり、公表までの間は、観測結果について守秘する義務があ
る。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、水文観測に関する知識に加え、行政的
経験から得られた的確なデータ照査能力を有するとともに、公益法人であるため、利
害関係のない公正・中立な立場にあり、機密の保持が確保できる。　よって、本業務
を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1762 （社）東北建設協会 用地補償技術業務委託

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成17年4月1日 22,890,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明
の補助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が
極めて高い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の
醸成が不可欠なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務
員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知
識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高
度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1763 （社）東北建設協会
鳴瀬川中流堰・桑折江堰管理
補助業務委託

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成17年4月1日 53,623,500

　本業務の遂行にあたっては、社会的に影響の大きい堰の管理を行うことから、堰に
関する知識が必要であるとともに、行政的経験を基本とした堰管理に関する経験が
必要である。また、堰に関する様々な情報を取り扱うという性質上、公平・中立的な
立場と職務上知り得た情報等においては高度な秘密の保持が必要である。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした堰管理に関す
る豊富な知識と経験を有するとともに、公益法人であることから特定の利害関係がな
く、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1764 （社）東北建設協会
河川水質自動監視装置保守
点検作業

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成17年5月10日 5,449,500

　河川水質自動監視装置によって得られるデータは、水質汚濁防止法に基づいて行
う水質分析の基礎となるものであるため、常に監視装置を万全な状態に保守すると
ともに、観測データの妥当性に関して的確な照査能力が必要である。また、分析結
果は、流域住民の生活と健康に深く関わるものであるため、関係機関との協議を経
て正式に公表するまでの間は、分析結果について守秘する義務がある。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、水質分析や当該装置に関する知識に
加え、行政的経験から得られた的確なデータ照査能力を有するとともに、公益法人
であるため、利害関係のない公正・中立な立場にあり、秘密の保持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1765 （社）東北建設協会 河川事業広報運営業務

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成17年4月1日 16,275,000

　本業務の履行にあたっては、河川管理、河川環境等の行政全般にわたる専門知
識を有し、その知識を活かして的確な企画・運営等が求められる。さらに企画運営に
おいては学識経験者との日程調整や各地域団体との調整等も必要になることから、
行政的経験を基本とした幅広い知識が要求される。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川・ダム等
に関する豊富な知識を有しており、関係機関との調整、企画運営業務等の実績が豊
富で、同種業務に精通している。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1766 （社）東北建設協会 石巻地区河川広報業務

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成17年9月13日 940,800

　本業務の履行にあたっては、河川管理、河川環境等の行政全般にわたる専門知
識を有し、その知識を活かして的確な企画・運営等が求められる。さらに企画運営に
おいては学識経験者との日程調整や各地域団体との調整等も必要になることから、
行政的経験を基本とした幅広い知識が要求される。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川・ダム等
に関する豊富な知識を有しており、関係機関との調整、企画運営業務等の実績が豊
富で、同種業務に精通している。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1767 （社）東北建設協会 現場技術業務委託

佐々木　透
東北地方整備局東北幹線道路調査
事務所
仙台市太白区郡山字源兵衛東６３

平成17年4月1日 15,015,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1768 （社）東北建設協会
秋田国道維持他現場技術業
務委託

川﨑茂信
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月1日 75,054,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1769 （社）東北建設協会 用地補償技術業務

川﨑茂信
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月1日 22,890,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明
の補助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が
極めて高い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の
醸成が不可欠なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務
員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知
識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高
度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1770 （社）東北建設協会
秋田河川国道事務所管内道
路巡回等業務委託

川﨑茂信
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月1日 144,301,500

　本業務を行うに当たっては、次の要件を満たす必要がある。
　・本業務には、道路法に基づく許認可事務を含んでいることから、その遂行には道
路法や行政法に関する知識が必要である。
　・道路等の公共物の管理に関する業務であることから、道路法の規定に熟知して
いるとともに、行政機関が実施する道路管理
　に関する豊富な知識や経験が必要である。
　・道路管理に関する様々な苦情や施設の異常に関する情報等を受け取ったり、道
路に係る不法行為の状況把握等を行うことや
　各種申請等を受理し事務補助を行うなどの行為を含むため、その性質上、公平・
中立的な立場と職務上知り得た情報等において
　は、高度な秘密の保持が必要である。
　（社）東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした道路管理に　関
する豊富な知識と技術を持った人材を多数有しているとともに、それら人材　を活用
し研修も実施している。
　また、特定の利害関係がなく、公平・中立な立場での対応、高度な秘密の保持が
確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人しかない。
　以上の理由により、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第
３号により同法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1771 （社）東北建設協会
秋田河川国道事務所管内河
川管理補助業務委託

川﨑茂信
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月1日 24,906,000

本業務を行うに当たっては、次の要件を満たす必要がある。
・本業務には、河川法に基づく許認可事務を含んでいることから、その遂行には河川
法や行政法に関する知識が必要である。
・河川等の公共物の管理に関する業務であることから、河川法の規定に熟知してい
るとともに、行政機関が実施する河川管理に関する豊富な知識や経験が必要であ
る。
・河川管理に関する様々な苦情や施設の異常に関する情報等を受け取ったり、河川
に係る不法行為の状況把握等を行うことや各種申請等を受理し事務補助を行うなど
の行為を含むため、その性質上、公平・中立的な立場と職務上知り得た情報等にお
いては、高度な秘密の保持が必要である
(社)東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共のた
めに行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川管理に関する豊
富な知識と技術を持った人材を多数有しているとともに、それら人材を活用し研修も
実施している。
また、特定の利害関係がなく、公平・中立な立場での対応、高度な秘密の保持が確
保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人しかない。
以上の理由により、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第３
号により同法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1772 （社）東北建設協会
道路改築他現場技術業務委
託

川﨑茂信
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月1日 86,730,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1773 （社）東北建設協会 管内河川現場技術業務委託

川﨑茂信
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月1日 74,130,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1774 （社）東北建設協会
行政資料作成補助及び積算
補助業務委託

川﨑茂信
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月1日 210,670,098

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1775 （社）東北建設協会 水質自動監視装置保守点検

川﨑茂信
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月14日 4,095,000

本業務を行うに当たっては、次の要件を満たす必要がある。
l 　当装置によって得られるデータは、水質汚濁防止法に基づいて行う水質分析の
基礎となるものであるため、常に監視装置を万全な状態に保守するとともに、障害が
発生した場合は速やかな対応が必要となることから、観測データの妥当性に関し
て、的確な採水・分析能力及び照査能力が必要である。
l 　保守点検の内容は、取水ポンプ、各種水質センサー、監視記録装置の機能確
認・清掃・校正・調整と広範囲であり、必要となる技術も、機械設備技術・電気通信技
術・自動監視装置を用いた水質分析技術まで、幅広い知識と高度な技術力を有する
技術者が必要である。
l 　分析結果は流域住民の生活と健康に深く関わるものであるため、行政的立場に
立った情報管理が求められる。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人である。同法人は、水質分析や当該装置に関す
るあらゆる知識と技術力のある人材を多数有しているとともに、それら人材を活用し
前記要件を満たすための研修も実施している。また、行政的経験から得られた的確
なデータ照査能力もあり、公益法人であることから、特定の利害関係がなく、公平
性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上の理由により、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第３
号により同法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1776 （社）東北建設協会 水質分析委託

川﨑茂信
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月14日 59,535,000

本業務で得られるデータは、行政機関が行う水質汚濁防止法に基づいた測定結果
の公表、環境基準の設定等に用いられると共に住民生活に影響があるため、高い
精度、秘密の保持及び公共性が要求されるものである。
本業務を行うに当たっては、次の要件を満たす必要がある。
・本業務では、県内各地から集められた多数の採水サンプルを取り扱うことから、行
政的経験を基本とした統一的な視点での分析、的確なデータ照査を行う能力が必要
である。
・水質事故発生時に迅速かつ的確に採水と原因物質の分析・対策を提案できること
が必要である。
・分析結果は流域住民の生活と健康に深く関わるものであるため、行政的立場に
立った情報管理が必要である。
(社)東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共のた
めに行政補完を行う公益法人である。同法人は「東北河川水質相談センター」を開
設するなど水質分析に関する豊富な知識と経験を有するとともに、東北地方全域で
同種業務を実施しているため行政的経験を基本とした統一的な視点での分析、的確
なデータ照査を行うことが可能である。
水質事故発生時には、採水運搬、水質分析のほか、水質事故に関する豊富な知識
と経験を有している事から原因解明、対策提案などの迅速な初期対応が期待でき
る。
また徹底的な精度管理とこれを維持するための研修を実施している。さらには公益
法人であることから特定の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が
確保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上の理由により、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第３
号により同法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1777 （社）東北建設協会
秋田河川国道事務所仙岩情
報ステーション管理及び資料
整理業務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年8月29日 3,339,000

　本業務を行うに当たっては、次の要件を満たす必要がある。
　・本業務には、道路管理、道路行政等の行政全般にわたる専門知識を有し、その
知識を活かしての的確な案内・説明が求めら
　れる。
　・仙岩情報ステーションには、一般国道４６号仙岩道路の改築事業に係る資料等が
数多く展示されており、これらの資料を説
　明するための専門の知識が必要である。
　・子供図書館の展示物について、内容を分かりやすく説明するための専門の知識
が必要である。
　(社)東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共　の
ために行政補完を行う公益法人であり、また、仙台市にある道路資料館で　の企画
運営・広報活動等の実績もあり、同種業務を熟知している。さらに公　益法人である
ことから特定の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密　の保持が確保でき
る。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上の理由により、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第
３号により同法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1778 （社）東北建設協会
秋田河川国道事務所道路資
料館管理業務

川﨑茂信
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月1日 493,500

本業務を行うに当たっては、次の要件を満たす必要がある。
　・本業務には、道路管理、道路行政等の行政全般にわたる専門知識を有し、その
知識を活かしての的確な案内・説明が求められる。
　・仙岩道路資料館には、一般国道４６号仙岩道路の改築事業に係る資料等が数多
く展示されているため、説明するため専門の知識が必要である。
　(社)東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共　の
ために行政補完を行う公益法人であり、また、仙台市にある道路資料館で　の企画
運営・広報活動等の実績もあり、同種業務を熟知している。さらに公　益法人である
ことから特定の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密　の保持が確保でき
る。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上の理由により、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第
３号により同法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1779 （社）東北建設協会
秋田河川国道事務所仙岩情
報ステーション管理及び資料
整理業務

川﨑茂信
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年7月18日 808,500

　本業務を行うに当たっては、次の要件を満たす必要がある。
　・本業務には、道路管理、道路行政等の行政全般にわたる専門知識を有し、その
知識を活かしての的確な案内・説明が求めら
　れる。
　・仙岩情報ステーションには、一般国道４６号仙岩道路の改築事業に係る資料等が
数多く展示されているため、説明するため専門の
　知識が必要である。
　・子供図書館の展示物について、内容を分かりやすく説明するための専門の知識
が必要である。
(社)東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共　のた
めに行政補完を行う公益法人であり、また、仙台市にある道路資料館で　の企画運
営・広報活動等の実績もあり、同種業務を熟知している。さらに公　益法人であること
から特定の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密　の保持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上の理由により、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第
３号により同法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1780 （社）東北建設協会
湯沢河川国道事務所管内河
川巡視等業務委託

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所
秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

平成17年4月1日 30,975,000

　本業務の履行にあたっては、河川法の規定に基づいて履行されるものであるた
め、この規定を熟知していることに加え、行政機関が実施する河川管理に関する豊
富な知識や経験が必要である。また、河川に係る不法行為の状況把握等を行うもの
であり、業務の性質上、公平・中立的な立場と職務上知り得た情報等においては高
度な秘密の保持が必要である。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川管理に関
する豊富な知識を有するとともに、河川法にも精通している。また、公益法人である
ことから特定の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1781 （社）東北建設協会 用地補償技術業務委託

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所
秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

平成17年4月1日 33,810,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明
の補助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が
極めて高い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の
醸成が不可欠なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務
員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知
識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高
度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1782 （社）東北建設協会
水質自動監視装置保守点検
等作業委託

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所
秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

平成17年4月7日 13,702,500

　河川水質自動監視装置装置によって得られるデータは、水質汚濁防止法に基づい
て行う水質分析の基礎となるものであるため、常に監視装置を万全な状態に保守す
るとともに、観測データの妥当性に関して的確な照査能力が必要である。また、分析
結果は流域住民の生活と健康に深く関わるものであるため、関係機関との協議を経
て正式に公表するまでの間は、分析結果について守秘する義務がある。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、水質分析や当該装置に関する知識に
加え、行政的経験から得られた的確なデータ照査能力を有するとともに、公益法人
であるため、利害関係のない公正・中立な立場にあり、秘密の保持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1783 （社）東北建設協会
成瀬ダム現場技術等業務委
託

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所
秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

平成17年4月1日 50,379,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1784 （社）東北建設協会
現場技術業務委託（河川関
係）

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所
秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

平成17年4月1日 106,365,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1785 （社）東北建設協会
現場技術業務委託（道路関
係）

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所
秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

平成17年4月1日 115,500,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1786 （社）東北建設協会 河川管理資料整理業務委託

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所
秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

平成17年4月1日 3,150,000

　本業務の履行にあたっては、河川法の規定に基づいて履行されるものであるた
め、この規定を熟知していることに加え、行政機関が実施する河川管理に関する豊
富な知識や経験が必要である。また、河川に係る不法行為の状況把握等を行うもの
であり、業務の性質上、公平・中立的な立場と職務上知り得た情報等においては高
度な秘密の保持が必要である。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川管理に関
する豊富な知識を有するとともに、河川法にも精通している。また、公益法人である
ことから特定の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
 以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1787 （社）東北建設協会 広報支援等業務委託

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所
秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

平成17年4月1日 9,576,000

　本業務の実施にあたっては国土交通省所管の業務について、広範かつ詳細に情
報を把握していることはもとより、行政が行う広報活動に関して広い知識と豊富な経
験を有するとともに「情報の秘密保持」などの高い信頼性が要求される。以上のこと
から、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定により、上記法人
と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1788 （社）東北建設協会 道路管理補助等業務

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所
秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

平成17年4月1日 78,750,000

　本業務の履行にあたっては、道路管理に関する業務が道路法の規定に基づくもの
であることから、この規定を熟知しているとともに、行政機関が実施する道路管理に
関する豊富な知識や経験が必要である。また、道路に係る不法行為の状況把握等
を行うものであり、業務の性質上、公平・中立的な立場と職務上知り得た情報等にお
いては、高度な秘密の保持が必要である。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のため行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした道路管理に関す
る豊富な知識を有するとともに、道路法にも精通している。また、公益法人であること
から特定の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1789 （社）東北建設協会
平成１７年度水文資料整理業
務

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所
秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

平成17年4月19日 966,000

本業務の遂行にあたっては、水文観測に関する知識と水文資料整理に精通している
ことが重要である。さらに、本業務の目的が河川整備基本方針の基礎資料整理にあ
ることを考慮すると、河川に関する調査研究に精通・熟知し、行政的な視野からの広
範囲な知見を有していることが不可欠である。
また、水文水質データベースシステムの機器は、事務所の執務室に設置しており外
部では操作はできない。このためシステム登録作業は事務所の執務室内での作業
となるため、執務室内で知り得た情報等においては、高度な機密の保持が必要であ
る。
上記法人は、水文資料に関する専門的な知識・経験を有し、河川行政に精通してい
るほかに、公益法人であることから特定の利害関係がなく、公平、中立性、秘密保持
が確保できる。
よって、本業務を実施できるものは、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項並びに予決令１０２条の４第３号により
随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1790 （社）東北建設協会
行政資料作成補助及び積算
補助業務単価契約

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所
秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

平成17年4月1日 61,785,726

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号) 見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入

1791 （社）東北建設協会
能代河川国道事務所道路現
場技術支援業務

林崎吉克
東北地方整備局能代河川国道事務
所
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

平成17年4月1日 243,180,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1792 （社）東北建設協会 米代川現場技術等業務委託

林崎吉克
東北地方整備局能代河川国道事務
所
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

平成17年4月1日 46,410,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1793 （社）東北建設協会
行政資料作成補助及び積算
補助業務委託

林崎吉克
東北地方整備局能代河川国道事務
所
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

平成17年4月1日 93,852,407

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1794 （社）東北建設協会 現場技術業務委託

山内芳朗
東北地方整備局森吉山ダム工事事
務所
秋田県北秋田市米内沢字東川向５

平成17年4月1日 116,130,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1795 （社）東北建設協会 用地補償技術業務委託

山内芳朗
東北地方整備局森吉山ダム工事事
務所
秋田県北秋田市米内沢字東川向５

平成17年6月28日 9,030,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明
の補助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が
極めて高い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の
醸成が不可欠なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務
員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知
識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高
度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1796 （社）東北建設協会
行政資料作成補助及び積算
補助業務

山内芳朗
東北地方整備局森吉山ダム工事事
務所
秋田県北秋田市米内沢字東川向５

平成17年4月1日 70,585,200

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入

1797 （社）東北建設協会
鳥海ダム懇談会運営補助業
務（一式）

菅原信雄
東北地方整備局鳥海ダム調査事務
所
秋田県由利本荘市桜小路３２－８

平成18年2月6日 808,500

懇談会の運営にあたっては、行政的経験を基本とした知識と中立的信頼性をもって
各委員と接する必要があるとともに、鳥海ダム事業及び懇談会が扱う情報交換・討
論内容、会議資料に関する行政的、専門的な内容を的確に理解し、企画運営に反
映させることが必要である。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川・ダム等に
関する豊富な知識を有しており、関係機関との調整、企画運営業務等の実績が豊富
で、同種業務に精通している。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び、予決令第102条の４第３号により随
意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1798 （社）東北建設協会
下野水質自動監視装置保守
点検業務委託

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年4月7日 1,837,500

水質自動監視装置によって得られるデータは、水質汚濁防止法に基づいて行う水質
分析の基礎となるものであるため、常に監視装置を万全な状態に保守するとともに、
観測データの妥当性に関して的確な照査能力が必要である。また、分析結果は流域
住民の生活と健康に深く関わるものであるため、関係機関との協議を経て正式に公
表するまでの間は、分析結果について守秘する義務がある。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、水質分析や当該装置に関する知識に加
え、行政的経験から得られた的確なデータ照査能力を有するとともに、公益法人で
あるため、利害関係のない公正・中立な立場にあり、秘密の保持が確保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に
より、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1799 （社）東北建設協会 河川・防災広報活動運営業務

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年8月22日 5,460,000

　本業務の履行にあたっては、河川事業を地域住民に対してわかりやすく伝えること
が重要であり、河川事業に関する行政的、専門的な内容を的確に理解し、運営に反
映させることが必要である。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、その定款において「建設事業普及のた
めの広報活動」を行うこととされており、行政的経験を基本とした河川事業に関する
豊富な知識を活かした的確な運営業務の実績は他の追随を許さない。
　また、上記法人は本業務の核となる降雨体験装置及び土石流模型実験装置の運
営を長年に渡って行っており、当該装置の操作も熟知している。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）
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1800 （社）東北建設協会 河川巡視業務委託

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年4月1日 66,360,000

社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川管理に関す
る豊富な知識を有するとともに、河川法にも精通している。また、公益法人であること
から特定の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
  　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。本業務は、河川管理等
の補助業務の一環として 上川上流の河川巡視、出水時・地震時の情況把握、排
水機場遠隔監視操作施設の操作・点検を実施するものである。
  　本業務の履行にあたっては、河川法の規定に基づいて履行されるものであるた
め、この規定を熟知していることに加え、行政機関が実施する河川管理に関する豊
富な知識や経験が必要である。また、河川に係る不法行為の状況把握等を行うもの
であり、業務の性質上、公平・中立な立場と職務上知り得た情報等においては高度
な秘密の保持が必要である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号　の規定に
より、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1801 （社）東北建設協会
現場技術業務委託（河川・建
築）

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年4月1日 59,220,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1802 （社）東北建設協会 現場技術業務委託（機械）

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年4月1日 29,505,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1803 （社）東北建設協会
現場技術業務委託（電気通
信）

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年4月1日 44,415,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1804 （社）東北建設協会
現場技術業務委託（道路維持
修繕）

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年4月1日 154,140,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1805 （社）東北建設協会
現場技術業務委託（道路改
築）

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年4月1日 131,145,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1806 （社）東北建設協会
行政資料作成補助及び積算
補助業務委託

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年4月5日 229,258,353

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入
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1807 （社）東北建設協会
水位観測所点検及び水位資
料整理業務委託

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年4月22日 3,885,000

水位観測所によって得られるデータは、河川法に基づいて行う河川計画・河川調査・
河川工事・河川管理の基礎となるものであるため、常に観測所を万全な状態に保守
するとともに、観測データの妥当性に関して的確な照査能力が必要である。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、水文データや当該観測所に関する知識が
豊富で機器故障など不具合発生時において迅速な対応が可能で、かつ、長年にわ
たる地権者との良好な信頼関係を築いている上、行政的経験から得られた的確な
データ照査能力を有するとともに、公益法人であるため、利害関係のない公正・中立
な立場にある。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1808 （社）東北建設協会 水質計量作業委託

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年4月7日 51,660,000

本業務で得られるデータは、行政機関が行う水質汚濁防止法に基づいた測定結果
の公表、環境基準の設定等に用いられるため、高い精度が要求されるものである。
本業務では、県内各地から集められた多数の採水サンプルを取り扱うことから、行
政的経験を基本とした統一的な視点での分析、的確なデータ照査を行う能力が必要
不可欠である。また、分析結果は流域住民の生活と健康に深く関わるものであるた
め、関係機関との協議を経て正式に公表するまでの間は、分析結果について守秘す
る義務がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社団法人東北建設協会は、建設
行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共のために行政補完を行う公益法
人であり、水質分析に関する豊富な知識と経験を有しているとともに、長年に亘り東
北地方全域で同種業務を実施しているため、行政的経験を基本とした統一的な視点
での分析、的確なデータ照査を行うことが可能である。また、公益法人であることか
ら特定の利害関係もなく、公平・中立性、高度な守秘義務を確保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に
より、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1809 （社）東北建設協会 道路管理補助業務委託

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年4月1日 185,325,000

　本業務の履行にあたっては、道路管理に関する業務が道路法の規定に基づくもの
であることから、この規定を熟知しているとともに、行政機関が実施する道路管理に
関する豊富な知識や経験が必要である。また、道路に係る不法行為の状況把握等
を行うことや道路に関する様々な情報を取り扱うという業務の性質上、公平・中立的
な立場と職務上知り得た情報等においては高度な秘密の保持が必要である。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした道路管理に関
する豊富な知識を有するとともに、道路法にも精通している。また、公益法人である
ことから特定の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1810 （社）東北建設協会 用地補償技術業務委託

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年4月1日 55,755,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明
の補助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が
極めて高い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の
醸成が不可欠なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務
員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知
識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高
度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1811 （社）東北建設協会
降雨体験装置運営業務（高
畠）

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年6月10日 669,900

社団法人東北建設協会は、東北地方整備局管内で同種イベントの運営に携わって
おり、豊富な経験に裏付けされた運営のノウハウに精通している人材を多く有してい
る。また、上記協会は降雨体験装置を保管・維持管理しており、当該装置の操作を
熟知している。
以上より、本業務を委託するにあたり社団法人東北建設協会に代わるものがないこ
とから、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により随意契約をす
るものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1812 （社）東北建設協会
降雨体験装置運営業務（米
沢）

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年6月7日 660,450

社団法人東北建設協会は、東北地方整備局管内で同種イベントの運営に携わって
おり、豊富な経験に裏付けされた運営のノウハウに精通している人材を多く有してい
る。また、上記協会は降雨体験装置を保管・維持管理しており、当該装置の操作を
熟知している。
以上より、本業務を委託するにあたり社団法人東北建設協会に代わるものがないこ
とから、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により随意契約をす
るものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）
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1813 （社）東北建設協会
上川水質・景観調査補助業

務

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年7月15日 202,650

　本業務の履行にあたり、 上川をゴムボートで安全で的確に航行するには、高度
な操作技術と 上川の現地状況を十分に把握していることが必要である。
　社団法人東北建設協会は、 上川の上流（置賜地方）から河口（庄内地方）まで河
川巡視業務を実施しており、操作経験が豊富で、管内全域を通して現地状況に精通
していることから、一貫して的確な業務を遂行をすることが可能である。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1814 （社）東北建設協会
展示物・イラストパネル等寄
託契約

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年4月1日 900,900

　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川事業に関
する豊富な知識を有しており、また、河川事業広報業務の運営の実績が豊富で、当
該展示物・イラストパネル等の意義および内容に精通している。
　よって、円滑な広報活動を遂行するための保管・管理を依頼することができる者
は、上記法人の他にない。よって会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３号の規定により、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1815 （社）東北建設協会 現場技術業務委託

富樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事務
所
山形県酒田市上安町１丁目２－１

平成17年4月1日 167,265,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1816 （社）東北建設協会
飽海出張所管内ほか現場技
術等業務委託

富樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事務
所
山形県酒田市上安町１丁目２－１

平成17年4月1日 54,568,500

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1817 （社）東北建設協会
酒田河川国道事務所管内行
政資料作成補助及び積算補
助業務委託

富樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事務
所
山形県酒田市上安町１丁目２－１

平成17年4月8日 77,655,446

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入

1818 （社）東北建設協会 管内道路管理業務委託

富樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事務
所
山形県酒田市上安町１丁目２－１

平成17年4月1日 110,460,000

　本業務の履行にあたっては、道路管理に関する業務が道路法の規定に基づくもの
であることから、この規定を熟知しているとともに、行政機関が実施する道路管理に
関する豊富な知識や経験が必要である。また、道路に係る不法行為の状況把握等
を行う他に、国道に関する様々な情報を取り扱うものであり、業務の性質上、公平・
中立的な立場と職務上知り得た情報等においては高度な秘密の保持が必要であ
る。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした道路管理に関
する豊富な知識を有するとともに、道路法にも精通している。また、公益法人である
ことから特定の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1819 （社）東北建設協会 河川巡視業務委託

富樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事務
所
山形県酒田市上安町１丁目２－１

平成17年4月1日 28,245,000

本業務の履行にあたっては、河川法の規定に基づいて履行されるものであるため、
この規定を熟知していることに加え、行政機関が実施する河川管理に関する豊富な
知識や経験が必要である。また、河川に係る不法行為の状況把握等を行うものであ
り、業務の性質上、公平・中立的な立場と職務上知り得た情報等においては高度な
秘密の保持が必要である。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川管理に関す
る豊富な知識を有するとともに、河川法にも精通している。また、公益法人であること
から特定の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入
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1820 （社）東北建設協会 用地補償技術業務委託

富樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事務
所
山形県酒田市上安町１丁目２－１

平成17年4月1日 22,890,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明
の補助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が
極めて高い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の
醸成が不可欠なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務
員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知
識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高
度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1821 （社）東北建設協会
水質自動監視装置保守点検
業務

富樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事務
所
山形県酒田市上安町１丁目２－１

平成17年4月1日 5,040,000

水質自動監視装置によって得られるデータは、水質汚濁防止法に基づいて行う水質
分析の基礎となるものであるため、常に装置を万全な状態に保守するとともに、観測
データの妥当性に関して的確な照査能力が必要である。また、分析結果は流域住民
の生活と健康に深く関わるものであるため、関係機関との協議を経て正式に公表す
るまでの間は、分析結果について守秘する義務がある。
(社)東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共のた
めに行政補完を行う公益法人であり、水質分析や当該装置に関する知識に加え、行
政的経験から得られた的確なデータ照査能力を有するとともに、公益法人であるた
め、利害関係のない公正・中立な立場にあり、秘密の保持が確保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上より、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により上記社団法
人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1822 （社）東北建設協会
飽海管内施設点検等業務委
託

富樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事務
所
山形県酒田市上安町１丁目２－１

平成17年4月1日 7,140,000

　本業務の履行にあたっては、「さみだれ大堰操作規則」に基づいて履行されるた
め、この規定を熟知しているとともに、現地状況に精通し、かつ河川の公共物の管理
について豊富な知識と技術が必要である。また、堰に関する種々の情報を取り扱うと
いう性質上、公平・中立な立場と高度な秘密の保持が必要である。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした監督業務、ダ
ム及び堰．管理に関する豊富な知識や経験を有するとともに、公益法人であること
から特定の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。以上のことから、会計法
２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定により、上記法人と随意契約す
るものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1823 （社）東北建設協会
上川降雨体験装置運営業

務

富樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事務
所
山形県酒田市上安町１丁目２－１

平成17年7月11日 994,350

社団法人東北建設協会は、各種イベントの会場運営に携わっており、運営の意義お
よび内容に精通している人材を多く有している。また、上記社団法人はイベントにて
使用する降雨体験装置を東北管内で唯一保有・管理しており、他に競合出来るもの
はない。よって、本業務を社団法人東北建設協会に委託することが も適正かつ有
利であると判断されるので、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
により随意契約をするものである。 見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1824 （社）東北建設協会 赤川降雨体験装置運営業務

富樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事務
所
山形県酒田市上安町１丁目２－１

平成17年7月21日 997,500

社団法人東北建設協会は、各種イベントの会場運営に携わっており、運営の意義お
よび内容に精通している人材を多く有している。また、上記社団法人はイベントにて
使用する降雨体験装置を東北管内で唯一保有・管理しており、他に競合出来るもの
はない。よって、本業務を社団法人東北建設協会に委託することが も適正かつ有
利であると判断されるので、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
により随意契約をするものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1825 （社）東北建設協会
新庄河川事務所管内現場技
術業務委託

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成17年4月1日 206,115,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1826 （社）東北建設協会
行政資料作成補助及び積算
補助業務委託

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成17年4月1日 89,838,052

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入
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契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1827 （社）東北建設協会 管内河川巡視業務
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成17年4月1日 27,373,500

　本業務の履行にあたっては、河川法の規定に基づいて履行されるものであるた
め、この規定を熟知していることに加え、行政機関が実施する河川管理に関する豊
富な知識や経験が必要である。また、河川に係る不法行為の状況把握等を行うもの
であり、業務の性質上、公平、中立的な立場と職務上知り得た情報等においては高
度な秘密の保持が必要である。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に努力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川管理に関す
る豊富な知識を有するとともに、河川法にも精通している。また、公益法人であること
から特定の利害関係がなく、公平性、中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、
上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1828 （社）東北建設協会
新庄河川事務所情報連絡等
業務委託

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成17年4月1日 11,812,500

本業務は行政的経験を基本とした河川管理に関する豊富な知識や経験が必要であ
るとともに、河川に関する様々な情報を取り扱うという性質上、公平・中立的な立場と
職務上知り得た情報等においては高度な秘密の保持が必要である。
上記法人は行政的経験を基本とした河川管理に関する豊富な知識と経験を有する
とともに、公益法人であることから特定の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な
秘密の保持が確保できる。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約す
るものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1829 （社）東北建設協会 用地補償技術業務委託
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成17年4月1日 33,810,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明
の補助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が
極めて高い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の
醸成が不可欠なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務
員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知
識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高
度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1830 （社）東北建設協会 水文資料整理等業務
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成17年4月1日 16,170,000

本業務の実施にあたっては、河川、砂防事業に精通しているほか保守点検作業とい
う業務の性質上、広く土地勘を持ち、作業について豊富な経験を有していることが必
要である。
さらに、水文資料整理は水文水質データベースシステムを使用する業務であること
から整備局LANに接続し作業を行うため、セキュリティが不可欠であるとともに、登録
にあたってはデータの正否判定が必要であり加えて観測所の現況を充分に把握した
上で総合的にデータを扱うことが求められる専門性が強い行政行為の補助業務であ
り、特定の経験及び知識を有し、守秘義務を求め得る必要がある。
上記法人は、以上の条件を満足しているほか行政的な経験を基本とした知識を有し
ており、業務の適正且つ円滑な遂行を確保するうえで適当である唯一の機関であ
る。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を
行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1831 （社）東北建設協会 資料館管理等補助業務
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成17年4月1日 8,400,000

本業務の履行にあたっては、砂防・地すべり対策事業等の行政全般にわたる専門的
知識を有し、行政的経験を基本とした幅広い知識を活かして的確な運営等が求めら
れる。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした砂防・地すべり
等に関する豊富な知識を有しており、資料館管理業務の実績が豊富で同業務に精
通していることから本業務を実施することの出来る唯一の機関であると判断される。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、随意契
約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1832 （社）東北建設協会 開放講座企画運営業務
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成17年4月15日 9,870,000

本業務の履行にあたっては、河川事業を地域住民に対してわかりやすく伝えること
が重要であり、河川事業に関する行政的、専門的な内容を的確に理解し、企画運営
に反映させることが必要である。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、その定款において「建設事業普及のため
の広報活動」を行うこととされており、行政的経験を基本とした河川事業に関する豊
富な知識を活かした的確な企画運営業務の実績は他の追随を許さない。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、
上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
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1833 （社）東北建設協会 砂防設備等点検業務
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成17年4月25日 8,295,000

 　本業務の履行にあたっては、砂防設備の構造及び当該地区の地形・地質等につ
いての知識が豊富であり、「東北地方整備局砂防設備等管理要領（案）」を熟知して
いることに加え、行政機関が実施する点検に関する豊富な知識や経験が必要であ
る。また、違反行為の状況把握等を行うものであり、業務の性質上、公平・中立的な
立場と職務上知り得た情報等においては高度な秘密の保持が必要である。
  　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした砂防設備の点
検の業務実績を有するとともに、砂防法にも精通している。また、公益法人であるこ
とから特定の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
　　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規
定により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1834 （社）東北建設協会 管内砂防広報運営業務
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成17年5月17日 14,437,500

実施にあたっては、砂防事業を地域住民に対して分かり易く伝えることが重要であ
り、新庄河川事務所の砂防事業に関する行政的、専門的な内容を的確に理解し、企
画運営に反映させることが必要である。
加えて、広報活動の運営について実績を有していることが必要で ある他、関係自治
体等との調整力が要求されるなど、行政行為の補助に係わ る業務である。
上記法人は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共のために行政
補完を行う公益法人であり、その定款において「建設事業普及のための広報活動」
を行うこととされており、行政的経験を基本とした砂防事業に関する豊富な知識を活
かした的確な企画運営業務の実績は他の追随を許さず、本業務を実施することの出
来る唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、随意契約
を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1835 （社）東北建設協会 長井ダム現場技術業務委託

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事務
所
山形県長井市館町北6－6

平成17年4月1日 163,852,500

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1836 （社）東北建設協会
長井ダム行政資料作成補助
及び積算補助業務委託

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事務
所
山形県長井市館町北6－6

平成17年4月1日 99,579,585

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入

1837 （社）東北建設協会
阿武隈川上流河川管理業務
委託

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島市黒岩字榎平３６

平成17年4月1日 46,515,000

　本業務の履行にあたっては、河川法の規定に基づいて履行されるものであるた
め、この規定を熟知していることに加え、行政機関が実施する河川管理に関する豊
富な知識や経験が必要である。また、河川に係る不法行為の状況把握等を行うもの
であり、業務の性質上、公平・中立的な立場と職務上知り得た情報等においては高
度な秘密の保持が必要である。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川管理に関
する豊富な知識を有するとともに、河川法にも精通している。また、公益法人である
ことから特定の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。よって会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定により、上記法人と随意契約を行うも
のである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
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1838 （社）東北建設協会 採水・水質分析調査委託

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島市黒岩字榎平３６

平成17年4月11日 17,167,500

　本業務で得られるデータは、行政機関が行う水質汚濁防止法に基づいた測定結果
の公表、環境基準の設定等に用いられるため、高い精度が要求されるものである。
本業務では、県内各地から集められた多数の採水サンプルを取り扱うことから、行
政的経験を基本とした統一的な視点での分析、的確なデータ照査を行う能力が必要
不可欠である。また、分析結果は流域住民の生活と健康に深く関わるものであるた
め、関係機関との協議を経て正式に公表するまでの間は、分析結果について守秘す
る義務がある。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、水質分析に関する豊富な知識と経験を
有しているとともに、長年に亘り東北地方全域で同種業務を実施しているため、行政
的経験を基本とした統一的な視点での分析、的確なデータ照査を行うことが可能で
ある。また、公益法人であることから特定の利害関係もなく、公平・中立性、高度な守
秘義務を確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1839 （社）東北建設協会
管内水質自動監視装置保守
委託

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島市黒岩字榎平３６

平成17年4月11日 10,185,000

　河川水質自動監視装置装置によって得られるデータは、水質汚濁防止法に基づい
て行う水質分析の基礎となるものであるため、常に監視装置を万全な状態に保守す
るとともに、観測データの妥当性に関して的確な照査能力が必要である。また、分析
結果は流域住民の生活と健康に深く関わるものであるため、関係機関との協議を経
て正式に公表するまでの間は、分析結果について守秘する義務がある。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、水質分析や当該装置に関する知識に
加え、行政的経験から得られた的確なデータ照査能力を有するとともに、公益法人
であるため、利害関係のない公正・中立な立場にあり、秘密の保持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1840 （社）東北建設協会
水文観測所保守点検・資料整
理作業

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島市黒岩字榎平３６

平成17年4月11日 11,445,000

水文データは、河川計画や施設計画などの基礎資料であるとともに、洪水予報や沿
川市町村の防災体制など国民の生命・財産に直接関わる情報として重要な役割を
担っている。
このため水文観測所保守点検にあたっては、平常時における水文観測機器の動作
の確保はもとより、観測データの精度向上や洪水時の流量観測などを考慮した観測
所周辺環境の維持管理など、水文観測所の広域的な役割を理解している必要があ
る。
また、資料整理にあたっては、当事務所内の専用端末機を使用するため、内部機密
の保持やセキュリティについて十分理解しているとともに、観測データの妥当性に関
して経験から得られた的確な照査能力が必要である。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、水文観測業務の広域的な役割を理解し、
行政的経験から得られた的確なデータ照査能力を有するとともに、公益法人である
ため、利害関係のない公正・中立な立場にあり、秘密の保持が確保できる。
よって、本作業を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1841 （社）東北建設協会
福島河川国道事務所（河川）
現場技術業務委託

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島市黒岩字榎平３６

平成17年4月20日 118,020,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1842 （社）東北建設協会
行政資料作成補助及び積算
補助業務委託

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島市黒岩字榎平３６

平成17年4月4日 178,484,068

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入
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1843 （社）東北建設協会 児童図画コンクール補助業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島市黒岩字榎平３６

平成17年8月29日 997,500

当コンクールには毎年１７００点から２４００点程度の図画の応募があり、大量の応募
作品を適切に保管、整理すること及びこれらの作業や応募作品の審査の過程を通し
て知り得た応募児童や審査に関する情報等の守秘が強く求められる。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政の補完を行う公益法人であることから特定の利害関係もなく、公平・中
立性、高度な守秘義務を確保できる。
また、前回まで、当コンクールの補助業務を継続して担当し､ 的確に業務を遂行した
実績があり、本業務全般にわたりその運営方法等に精通しており、業務を適正に履
行する能力がある。
よって、児童図画コンクールの円滑な運営を図る観点から、上記業者以外に委託す
ることは非常に困難であるので、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３号に基づき、（社）東北建設協会と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1844 （社）東北建設協会
河川伝統工法検討会補助業
務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島市黒岩字榎平３６

平成17年7月22日 639,450

当該業務の遂行に当たっては、伝統工法の文言・内容を熟知している必要がある。
このため、阿武隈川上流で実施された河川事業の熟知者を多く有し、かつ豊富な河
川行政の知識と経験を有する、上記業者の他に本業務を的確に行うことの出来る機
関は存しない。
また、当建設協会は、河川工法等に精通している方々で構成する「河川管理施設等
評価委員会」を設置し、それらの活動を通じて伝統工法等の河川技術知識の伝承も
行っていること。かつ、前年度に本業務を行って、的確に業務を遂行した実績・経験
があり、本業務に適格である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項並びに予決令１０２条の４第３号の規定に
基づき、（社）東北建設協会と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1845 （社）東北建設協会
建設事業懇談会運営補助業
務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島市黒岩字榎平３６

平成17年4月5日 341,250

　建設事業懇談会は、福島県内の各事務所と大学及び高等学校において土木工学
を担当している先生方と東北地方の社会資本整備及びそれを支える人材の育成・確
保について意見交換を行うものである。従って、懇談会の内容を記録し文書化する
にあたり、発言者の意図を誤りなく記録するためには、国土交通行政に精通し、かつ
整備局が求める人材について幅広い知識が必要である。以上のことから、会計法第
２９条の３第４項並びに予決令１０２条の４第３号の規定に基づき、（社）東北建設協
会と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1846 （社）東北建設協会 砂防事業広報補助業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島市黒岩字榎平３６

平成17年9月22日 707,700

本業務の実施にあたっては、土石流模型実験実施の経験はもとより、砂防全般に関
する豊富な知識が必要不可欠である。
上記業者は過去に土石流の模型実験を実施した実績を有しているとともに、砂防に
関する知識・経験共に豊富な職員を有していることから、上記業者以外に実施できる
ものはない。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、随意契約
を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1847 （社）東北建設協会
福島河川国道事務所（道路）
現場技術業務委託

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島市黒岩字榎平３６

平成17年4月1日 108,937,500

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1848 （社）東北建設協会
福島河川国道事務所管内道
路管理業務委託

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島市黒岩字榎平３６

平成17年4月1日 111,457,500

　本業務を行うにあたっては道路等の公共物管理について豊富な行政的経験を基
本とした知識・技術が必要であるとともに、業務の性質上、中立的立場と秘密の保持
を必要とする。
　東北地方における建設事業の円滑な推進と、国土開発の発展に寄与するため設
立された社団法人東北建設協会は、行政的経験を基本とした知識・技術を有した道
路管理の実務経験者が多数おり、適正かつ円滑な業務の履行が可能である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約
を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入
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1849 （社）東北建設協会
「道路展２００５」広報補助業
務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島市黒岩字榎平３６

平成17年8月5日 787,500

　・道路展は毎年８月の「道路ふれあい月間」に道路を慈しむ心をもって頂くために平
成２年から行われている今年で１６回目　を数えるイベントで、道路事業を広報する
絶好の機会でもあり、当事務所としては共催として参加する。　・（社）東北建設協会
は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共 のために行政補完を行
う公益法人であり、
　行政的経験を基本とした道路に関する豊富な知識を有している。　・建設事業の普
及・広報についても多くの実績があり、同種業務に精通している。  ・以上より、今回
実施業務の効率的・円滑且つ適切な運営を可能とするのは上記法人が唯一無二で
他にない。　以上の理由により本業務は、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２
条の４第３号の規定に基づき随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1850 （社）東北建設協会 用地補償技術業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島市黒岩字榎平３６

平成17年4月1日 33,810,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明
の補助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が
極めて高い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の
醸成が不可欠なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務
員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知
識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高
度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1851 （社）東北建設協会 現場技術業務委託

木内良春
東北地方整備局摺上川ダム工事事
務所
福島市飯坂町平野字大前田１－４

平成17年4月1日 74,025,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1852 （社）東北建設協会
摺上川ダム管理通報連絡業
務委託

木内良春
東北地方整備局摺上川ダム工事事
務所
福島市飯坂町平野字大前田１－４

平成17年4月1日 11,476,500

本業務の履行にあたっては、社会的に影響の大きいダムの管理を行うことから、ダ
ムに関する知識が必要であるとともに、行政的経験を基本としたダム管理に関する
経験が必要である。また、ダムに関する様々な情報を取り扱うという性質上、公平・
中立的な立場と職務上知り得た情報等においては高度な秘密の保持が必要であ
る。
社団法人　東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本としたダム管理に関
する豊富な知識と経験を有するとともに、公益法人であることから特定の利害関係
がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算会計令第１０２条の４第３号
の規定により、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1853 （社）東北建設協会
摺上川ダム管理所インフォ
メーションセンター運営補助
業務委託

木内良春
東北地方整備局摺上川ダム工事事
務所
福島市飯坂町平野字大前田１－４

平成17年4月1日 7,875,000

本業務の履行にあたっては、摺上川ダム建設事業に関する豊富な知識のほか、河
川管理、河川環境等の行政全般にわたる専門知識を有し、その知識を活かして的
確な管理運営等が求められる。特に当年度がダム完成年度にあたり、各地の行政
機関、地域団体への対応、マスメディアへの出演
等も必要になることから、行政的経験を基本とした幅広い知識が要求される。社団法
人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共のため
に行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした河川・ダム等に関する
豊富な知識を有しており、関係機関との調整、企画運営業務等の実績が豊富で、同
種業務に精通している。よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に
より、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1854 （社）東北建設協会
摺上川ダム試験湛水補助業
務

木内良春
東北地方整備局摺上川ダム工事事
務所
福島市飯坂町平野字大前田１－４

平成17年4月1日 44,362,500

本業務の履行にあたっては、社会的に影響の大きいダムの管理を行うことから、ダ
ムに関する知識が必要であるとともに、行政的経験を基本としたダム管理に関する
経験が必要である。また、ダムに関する様々な情報を取り扱うという性質上、公平・
中立的な立場と職務上知り得た情報等においては高度な秘密の保持が必要であ
る。
社団法人　東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本としたダム管理に関
する豊富な知識と経験を有するとともに、公益法人であることから特定の利害関係
がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算会計令第１０２条の４第３号
の規定により、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1855 （社）東北建設協会
摺上川ダム水文資料整理及
び観測所点検作業

木内良春
東北地方整備局摺上川ダム工事事
務所
福島市飯坂町平野字大前田１－４

平成17年5月3日 4,147,500

各観測所より得られる水文データは、治水事業における基礎データであるとともに、
国民の生命・財産に直接関わる防災情報であることから、行政的経験を基本とした
知識と技術に裏付けされた信頼性と、データが公表される間の適正な管理が必要で
ある。また、管理所内の専用計算機端末等を利用させるため、機密の保持に十分留
意する必要がある。
上記業者は、本業務に精通した専任者を有しているとともに、これまでの実績より、
信頼性についても十分に満足できるものであり、本作業を的確に遂行できるものは
上記業者以外にない。
このため、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、随意契
約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1856 （社）東北建設協会
摺上川ダム行政資料作成補
助業務委託

木内良春
東北地方整備局摺上川ダム工事事
務所
福島市飯坂町平野字大前田１－４

平成18年1月4日 1,058,400

  本業務の履行にあたっては、行政資料作成及び積算の補助を行うものであること
から、建設行政に精通し、行政的経験を基本とした幅広い知識と当該業務に関する
豊富な経験並びに的確な積算技術が必要であるとともに、事業計画、基準等に関す
る資料作成及び積算の補助を行うという性質上、高度な秘密の保持、中立性・公平
性を有する必要がある。よって本業務を実施できる者は、上記法人の他にない、よっ
て会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定により、上記法
人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

単価契約

1857 （社）東北建設協会
郡山国道事務所現場技術業
務

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成17年4月1日 221,497,500

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1858 （社）東北建設協会
郡山国道道路管理補助等業
務委託

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成17年4月1日 116,760,000

　本業務の履行にあたっては、道路管理に関する業務が道路法の規定に基づくもの
であることから、この規定を熟知しているとともに、行政機関が実施する道路管理に
関する豊富な知識や経験が必要である。また、道路に係る不法行為の状況把握等
を行うものであり、業務の性質上、公平・中立的な立場と職務上知り得た情報等にお
いては高度な秘密の保持が必要である。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした道路管理に関
する豊富な知識を有するとともに、道路法にも精通している。また、公益法人である
ことから特定の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
　よって、本業務を実施できるものは、上記法人のほかにない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定に
より、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1859 （社）東北建設協会 用地補償技術業務委託

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成17年4月1日 21,105,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明
の補助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が
極めて高い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の
醸成が不可欠なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務
員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知
識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高
度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1860 （社）東北建設協会
行政資料作成補助及び積算
補助業務委託単価契約

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成17年4月1日 116,722,868

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入

1861 （社）東北建設協会 用地補償関係資料作成業務

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成18年3月10日 945,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明
の補助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が
極めて高い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の
醸成が不可欠なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務
員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知
識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高
度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1862 （社）東北建設協会
会津縦貫北道路事業認定申
請図作成業務

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成18年3月13日 735,000

　本業務の主な内容は、事業認定申請書及び事業計画書の作成、同法第４条に規
定する土地等の管理者への意見照会書の作成及び事業認定申請に必要となる添
付図面の作成等である。
  これらの事業認定申請図書の作成にあたっては、土地収用法や施設構造令等の
関係法令を熟知し、さらに用地事務取扱細則等の関係例規に関する専門的な知識
が必要である。特に事業の公益性や土地利用の合理性等に関しては詳細かつ適正
な説明が必要であるため、より高度な専門的知識及び能力並びに信頼性が求めら
れる。
  また、本業務は任意協議と並行して作業を進める必要があり、起業者との緊密な
連携のもと、地権者との交渉経過等の関係情報を的確に判断のうえ業務を実施する
必要があるほか、地元自治体等との調整もあることから、地権者等の個人情報及び
地元自治体の行政情報に関する高度な守秘義務と行政事務に関する豊富な知識・
経験が必要とされる。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政の補完を行う公益法人であるが、行政的経験を基本とした土地収用
関係事務に関する十分な知識や能力、豊富な業務実績を有するとともに、公益法人
であることから特定の利害関係がなく、公平・中立な立場での対応、高度な秘密の保
持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1863 （社）東北建設協会 現場技術業務委託
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年4月1日 139,440,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1864 （社）東北建設協会
行政資料作成補助及び積算
補助業務

田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年4月1日 188,104,055

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入

1865 （社）東北建設協会 用地補償技術業務
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年4月1日 22,890,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明
の補助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が
極めて高い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の
醸成が不可欠なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務
員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知
識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高
度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1866 （社）東北建設協会 管内道路管理業務委託
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年4月1日 88,410,000

　業務の履行にあたっては、業務の性格上、道路法及び関係法令ならびに業務内容
に精通していることが必要である。
　（社）東北建設協会は、業務実績及び業務体制の確立はもとより、本業務内容に精
通しており、十分な業務遂行能力を有している人材を多数有していることから会計法
第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1867 （社）東北建設協会
御所ダム水源地域活性化推
進支援業務

石黒正
東北地方整備局北上川ダム統合管
理事務所
岩手県盛岡市下厨川字四十四田１

平成17年4月7日 6,457,500

本業務の実施にあたっては行政としての河川・ダム管理、河川・ダム環境等の全般
にわたる専門知識をもって行う必要があるほか、事務及び企画、広報活動等におい
ては、関係行政機関、学識経験者との日程調整や各種の地域団体との調整等も必
要なことから、行政的経験を基本とした知識が要求され、またダム周辺の地域活動
に精通し、積極的に参加している必要がある。
上記法人は、東北地方の建設事業の円滑な推進と国土開発の発展に寄与するため
に設立された団体であり、河川・ダム等行政分野全般に対して精通しているほか、関
係機関との調整事務、及び企画、広報活動等の実績も多く、的確に遂行していること
など豊富な経験と実績を有しており、本業務を円滑かつ確実に遂行できる業者は上
記以外にない。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号により上記相手方と
随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1868 （社）東北建設協会 ダム管理補助業務委託

石黒正
東北地方整備局北上川ダム統合管
理事務所
岩手県盛岡市下厨川字四十四田１

平成17年4月1日 108,097,500

本業務の履行にあたっては、ダムの安全性は下流地域に対して大きな影響を及ぼ
すものであるため、ダム堤体の点検・巡視等は、ダム管理に関する豊富な知識や経
験が必要である。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本としたダム管理に関す
る豊富な知識や経験を有するとともに、公益法人であることから特定の利害関係が
なく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1869 （社）東北建設協会 ダム管理通報連絡業務委託

石黒正
東北地方整備局北上川ダム統合管
理事務所
岩手県盛岡市下厨川字四十四田１

平成17年4月1日 72,345,000

本業務の履行にあたっては、社会的に影響の大きいダムの管理を行うことから、ダ
ムに関する知識が必要であるとともに、行政的経験を基本としたダム管理に関する
経験が必要である。また、ダムに関する様々な情報を取り扱うという性質上、公平・
中立的な立場と職務上知り得た情報等においては高度な秘密の保持が必要であ
る。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本としたダム管理に関す
る豊富な知識と経験を有するとともに、公益法人であることから特定の利害関係がな
く、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1870 （社）東北建設協会 現場技術業務委託

石黒正
東北地方整備局北上川ダム統合管
理事務所
岩手県盛岡市下厨川字四十四田１

平成17年4月1日 90,930,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1871 （社）東北建設協会 ダム開放講座運営業務

齋藤富雄
東北地方整備局北上川ダム統合管
理事務所
岩手県盛岡市下厨川字四十四田１

平成17年7月8日 4,641,000

　本業務の履行にあたっては、ダム事業を地域住民に対してわかりやすく伝えること
が重要であり、ダム事業に関する行政的、専門的な内容を的確に理解し、企画運営
に反映させることが必要である。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、その定款において「建設事業普及のた
めの広報活動」を行うこととされており、行政的経験を基本としたダム事業に関する
豊富な知識を活かした的確な企画運営業務の実績は他の追随を許さない。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1872 （社）東北建設協会
湯田ダム水源地域活性化推
進支援業務

田中正人
東北地方整備局北上川ダム統合管
理事務所
岩手県盛岡市下厨川字四十四田１

平成18年2月27日 630,000

本業務の実施にあたっては、ダム周辺の地域活性に精通し、積極的に参加している
必要があると同時に行政としての河川及びダム等の全般にわたる専門知識や、事
務及び企画、広報活動等における関係行政機関及び学識経験者との日程調整や各
種の地域団体との調整等、行政的経験を基本とした知識を有する者に契約が限定
される。
(社)東北建設協会は、東北地方の建設事業の円滑な推進と国土開発の発展に寄与
するために設立された団体であり、河川・ダム等行政分野全般に対して精通している
ほか、関係機関との調整事務及び企画、広報活動等の実績も多く、的確に遂行して
いることなど豊富な経験と実績を有している。よって本業務を実施できる者は上記相
手方の他にいない。
以上のことから、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1873 （社）東北建設協会
北上川ダム統合管理事務所
行政資料作成補助及び積算
補助業務委託

石黒正
東北地方整備局北上川ダム統合管
理事務所
岩手県盛岡市下厨川字四十四田１

平成17年4月1日 10,195,920

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1874 （社）東北建設協会 ダム管理通報業務

菅野春雄
東北地方整備局 上川ダム統合管
理事務所
山形県西村山郡西川町大字砂子関
158

平成17年4月1日 24,150,000

　本業務の履行にあたっては、社会的に影響の大きいダムの管理を行うことから、ダ
ムに関する知識が必要であるとともに、行政的経験を基本としたダム管理に関する
経験が必要である。また、ダムに関する様々な情報を取り扱うという性質上、公平・
中立的な立場と職務上知り得た情報等においては高度な秘密の保持が必要であ
る。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設行政の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本としたダム管理に関
する豊富な知識と経験を有するとともに、公益法人であることから特定の利害関係
がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に
より、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1875 （社）東北建設協会 ダム情報管理業務

菅野春雄
東北地方整備局 上川ダム統合管
理事務所
山形県西村山郡西川町大字砂子関
158

平成17年4月1日 17,692,500

　本業務の履行にあたっては、行政的経験を基本としたダム管理に関する豊富な経
験が必要であるとともに、ダムに関する様々な情報を取り扱うという性質上、公平・
中立的な立場と職務上知り得た情報等においては高度な秘密の保持が必要であ
る。
　社団法人　東北建設協会は、建設行政の推進と建設行政の遂行に協力し、社会
公共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本としたダム管理に
関する豊富な知識と経験を有するとともに、公益法人であることから特定の利害関
係がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。よって、本業務を実施
できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に
より、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1876 （社）東北建設協会 ダム管理補助業務

菅野春雄
東北地方整備局 上川ダム統合管
理事務所
山形県西村山郡西川町大字砂子関
158

平成17年4月1日 32,014,500

本業務の履行にあたっては、監督業務が会計法の規定に基づくものであることか
ら、この規定を熟知しているとともに、行政機関が実施する監督業務に関して豊富な
知識と技術が必要である。また、監督や工事契約に関する業務の補助を行うという
性質上、公平・中立な立場と高度な秘密の保持が必要である。さらにダムの安全性
は下流地域に対して大きな影響を及ぼすものであるため、堤体の点検・巡視にあ
たっては、ダム管理に関する豊富な知識や経験が必要である。社団法人東北建設
協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共のために行政補完
を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした監督業務、ダム管理に関する豊富
な知識や経験を有するとともに、公益法人であることから特定の利害関係がなく、公
平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1877 （社）東北建設協会
行政資料作成補助及び積算
補助業務委託

菅野春雄
東北地方整備局 上川ダム統合管
理事務所
山形県西村山郡西川町大字砂子関
158

平成17年4月11日 1,846,740

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入

1878 （社）東北建設協会 ダム管理補助業務委託

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢2
番地

平成17年4月1日 22,260,000

本業務の履行にあたっては、監督業務が会計法の規定に基づくものであることか
ら、この規定を熟知しているとともに、行政機関が実施する監督業務に関して豊富な
知識と技術が必要である。また、監督や工事契約に関する業務の補助を行うという
性質上、公平・中立な立場と高度な秘密の保持が必要である。さらにダムの安全性
は下流地域に対して大きな影響を及ぼすものであるめ、堤体の点検・巡視にあたっ
ては、ダム管理に関する豊富な知識や経験が必要である。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした監督業務、ダム
管理に関する豊富な知識や経験を有するとともに、公益法人であることから特定の
利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1879 （社）東北建設協会 ダム管理通報連絡等業務

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢2
番地

平成17年4月1日 12,180,000

本業務の履行にあたっては、社会的に影響の大きいダムの管理を行うことから、ダ
ムに関する知識が必要であるとともに、行政的経験を基本としたダム管理に関する
経験が必要である。また、ダムに関する様々な情報を取り扱うという性質上、公平・
中立的な立場と職務上知り得た情報等においては高度な秘密の保持が必要であ
る。
社団法人 東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本としたダム管理に関
する豊富な知識と経験を有するとともに、公益法人であることから特定の利害関係
がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。　よって、本業務を実施
できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1880 （社）東北建設協会 浅瀬石川ダム水質採水作業

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢2
番地

平成17年4月25日 2,016,000

  本業務は、原水における試料の採取から青森河川国道事務所内の水質試験室ま
での水運搬に関する一連の作業であり、水質分析により得られるデータは、行政機
関が行う水質汚濁防止法に基づいた測定結果の公表、環境基準の設定等に用いら
れるため、高い精度が要求されるものであり、流域住民の生活と健康に深く関わるも
のであるため、関係機関との協議を経て正式に公表するまでの間は、分析結果につ
いて守秘する義務がある。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、水質採水後の成分固定作業の特殊技
術を有していること、当該業務をダム完成以来継続して実施し、ダム及び流入河川
等の採水場所等に精通し、洪水時等の緊急時にも迅速な対応が可能である。また、
上記業者は、青森河川国道事務所より水質分析業務を請負っており、県内各地から
集められた多数の採水サンプルを取り扱い、水質採水及び運搬から分析までの工
程を画一的に実施し、的確なデータ照査を行うことができる唯一の団体である。更
に、公益法人であることから特定の利害関係もなく、公平・中立性、高度な守秘義務
を確保できる。以上のことから、会計法第２９条の３第４項並びに予決令１０２条の４
第３号の規定により上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1881 （社）東北建設協会 鳴子ダム管理補助業務委託
佐々木充
東北地方整備局鳴子ダム管理所
宮城県玉造郡鳴子町字岩渕２－８

平成17年4月1日 36,697,500

本業務の履行にあたっては、監督業務が会計法の規定に基づくものであることか
ら、ダム管理業務の経験と技術及び、行政的経験を基本とした知識と技術が必要で
あるとともに、業務の性質上中立な立場と秘密の保持が必要である。
公益法人である社団法人東北建設協会は、上記条件を満たす唯一の機関であるた
め、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を行う
ものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1882 （社）東北建設協会
鳴子ダム管理通報連絡業務
委託

佐々木充
東北地方整備局鳴子ダム管理所
宮城県玉造郡鳴子町字岩渕２－８

平成17年4月1日 11,781,000

本業務の履行にあたっては、経験のある人材の安定的な確保と業務上の秘密の保
持のため、実績のある社団法人東北建設協会と会計法第２９条の３第４号、予決令
第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約するものである。 見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1883 （社）東北建設協会
釜房ダム管理通報連絡等業
務

坂本良三
東北地方整備局釜房ダム管理所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字大
平山10-6

平成17年4月1日 11,865,000

　本業務の履行にあたっては、社会的に影響の大きいダムの管理を行うことから、ダ
ムに関する知識が必要であるとともに、行政的経験を基本としたダム管理に関する
経験が必要である。また、ダムに関する様々な情報を取り扱うという性質上、公平・
中立的な立場と職務上知り得た情報等においては高度な秘密の保持が必要であ
る。
　社団法人 東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本としたダム管理に関
する豊富な知識と経験を有するとともに、公益法人であることから特定の利害関係
がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。　よって、本業務を実施
できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1884 （社）東北建設協会 釜房ダム管理補助業務委託

坂本良三
東北地方整備局釜房ダム管理所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字大
平山10-6

平成17年4月1日 43,155,000

　本業務の履行にあたっては、監督業務が会計法の規定に基づくものであることか
ら、この規定を熟知しているとともに、行政機関が実施する監督業務に関して豊富な
知識と技術が必要である。また、監督や工事契約に関する業務の補助を行うという
性質上、公平・中立な立場と高度な秘密の保持が必要である。さらにダムの安全性
は下流地域に対して大きな影響を及ぼすものであるため、堤体の点検・巡視にあ
たっては、ダム管理に関する豊富な知識や経験が必要である。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした監督業務、ダ
ム管理に関する豊富な知識や経験を有するとともに、公益法人であることから特定
の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1885 （社）東北建設協会
七ヶ宿ダム管理通報連絡業
務委託

白浜浩
東北地方整備局七ヶ宿ダム管理所
宮城県刈田郡七ヶ宿町字切通５２－
４０

平成17年4月1日 11,340,000

　本業務の履行にあたっては、社会的に影響の大きいダムの管理を行うことから、ダ
ムに関する知識が必要であるとともに、行政的経験を基本としたダム管理に関する
経験が必要である。また、ダムに関する様々な情報を取り扱うという性質上、公平・
中立的な立場と職務上知り得た情報等においては高度な秘密の保持が必要であ
る。
　社団法人 東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本としたダム管理に関
する豊富な知識と経験を有するとともに、公益法人であることから特定の利害関係
がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。　よって、本業務を実施
できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入
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1886 （社）東北建設協会
七ヶ宿ダム管理補助業務委
託

白浜浩
東北地方整備局七ヶ宿ダム管理所
宮城県刈田郡七ヶ宿町字切通５２－
４０

平成17年4月1日 39,060,000

　本業務の履行にあたっては、監督業務が会計法の規定に基づくものであることか
ら、この規定を熟知しているとともに、行政機関が実施する監督業務に関して豊富な
知識と技術が必要である。また、監督や工事契約に関する業務の補助を行うという
性質上、公平・中立な立場と高度な秘密の保持が必要である。さらにダムの安全性
は下流地域に対して大きな影響を及ぼすものであるため、堤体の点検・巡視にあ
たっては、ダム管理に関する豊富な知識や経験が必要である。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした監督業務、ダ
ム管理に関する豊富な知識や経験を有するとともに、公益法人であることから特定
の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1887 （社）東北建設協会
七ヶ宿ダム行政資料作成補
助及び積算補助業務委託

白浜浩
東北地方整備局七ヶ宿ダム管理所
宮城県刈田郡七ヶ宿町字切通５２－
４０

平成18年1月4日 2,116,800

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入

1888 （社）東北建設協会
玉川ダム管理補助等業務委
託

鈴木幹夫
東北地方整備局玉川ダム管理所
秋田県仙北市田沢湖玉川字下水無
９２

平成17年4月1日 24,339,000

　本業務の履行にあたっては、行政機関が実施する管理業務に関して豊富な知識と
技術が必要である。また、国土交通省所管施設の管理業務の補助を行うという性質
上、公平・中立な立場と高度な秘密の保持が必要である。
　さらに、ダムの安全性は下流地域に対して大きな影響を及ぼすものであるため、堤
体の点検・巡視にあたっては、ダム管理に関する豊富な知識や経験が必要である。
よって本業務を実施できる者は、上記法人の他にない、よって会計法第２９条の３第
４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定により、上記法人と随意契約を行うもの
である。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1889 （社）東北建設協会
玉川ダム管理通報連絡業務
委託

鈴木幹夫
東北地方整備局玉川ダム管理所
秋田県仙北市田沢湖玉川字下水無
９２

平成17年4月1日 12,075,000

本業務の履行に当たっては、社会的に影響の大きいダムの管理を行うことから、ダ
ムに関する知識が必要であるとともに、行政的経験を基本としたダム管理に関する
経験が必要である。また、ダムに関する様々な情報を取り扱うという性質上、公平・
中立的な立場と職務上知り得た情報等においては高度な秘密の保持が必要であ
る。
社団法人　東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本としたダム管理に関
する豊富な知識と経験を有するとともに、公益法人であることから特定の利害関係
がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にはない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定によ
り随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1890 （社）東北建設協会 中和処理施設管理業務委託

鈴木幹夫
東北地方整備局玉川ダム管理所
秋田県仙北市田沢湖玉川字下水無
９２

平成17年4月1日 36,225,000

本業務の遂行にあたっては、中和処理という複雑かつ、雄物川域全体に影響の及
ぼす重要な業務であるため豊富な知識や経験が必要であるとともに、中和処理に関
する様々な情報を取り扱うという性質上、公平・中立的な立場と職務上知り得た情報
等においては高度な秘密の保持が必要である。
社団法人　東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした中和処理施設
管理に関する豊富な知識と経験をするとともに、公益法人であることから特定の利害
関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密の確保ができる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1891 （社）東北建設協会
行政資料作成補助及び積算
補助業務委託

佐藤努
東北地方整備局月山ダム管理所
山形県鶴岡市上名川字東山８－１１
２

平成17年4月1日 1,138,725

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業
務であり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

単価契約
公募手続きを導入
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1892 （社）東北建設協会 月山ダム管理補助業務委託

佐藤努
東北地方整備局月山ダム管理所
山形県鶴岡市上名川字東山８－１１
２

平成17年4月1日 44,100,000

　本業務の履行にあたっては、監督業務が会計法の規定に基づくものであることか
ら、この規定を熟知しているとともに、行政機関が実施する監督業務に関して豊富な
知識と技術が必要である。また、監督や工事契約に関する業務の補助を行うという
性質上、公平・中立な立場と高度な秘密の保持が必要である。さらにダムの安全性
は下流地域に対して大きな影響を及ぼすものであるため、堤体の点検・巡視にあ
たっては、ダム管理に関する豊富な知識や経験が必要である。
　社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本とした監督業務、ダ
ム管理に関する豊富な知識や経験を有するとともに、公益法人であることから特定
の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1893 （社）東北建設協会 ダム管理通報連絡業務委託

佐藤努
東北地方整備局月山ダム管理所
山形県鶴岡市上名川字東山８－１１
２

平成17年4月1日 11,760,000

　本業務の履行にあたっては、社会的に影響の大きいダムの管理を行うことから、ダ
ムに関する知識が必要であるとともに、行政的経験を基本としたダム管理に関する
経験が必要である。また、ダムに関する様々な情報を取り扱うという性質上、公平・
中立的な立場と職務上知り得た情報等においては高度な秘密の保持が必要であ
る。
　社団法人 東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公
共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本としたダム管理に関
する豊富な知識と経験を有するとともに、公益法人であることから特定の利害関係
がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。　よって、本業務を実施
できる者は、上記法人の他にない。
　以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1894 （社）東北建設協会
月山ダム降雨体験装置運営
業務

佐藤努
東北地方整備局月山ダム管理所
山形県鶴岡市上名川字東山８－１１
２

平成17年7月8日 933,450

　降雨体験装置は東北管内では山形河川国道事務所が唯一所有しており、製作及
びメンテナンスについては（社）東北建設協会が行っている。
　また、上記社団法人は、降雨体験装置の設置・撤去の多くの実績があり、十分な
経験を有している。
　そのため、本業務は上記法人以外に遂行できるものがいないと判断される。
  よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により、（社）東北建
設協会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1895 （社）東北建設協会 三春ダム管理補助業務委託

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県三春町大字西方字中ノ内４０
３－４

平成17年4月1日 45,150,000

本業務の履行にあたっては、監督業務が会計法の規定に基づくものであることか
ら、この規定を熟知しているとともに、行政機関が実施する監督業務に関して豊富な
知識と技術が必要である。また、監督や工事契約に関する業務の補助を行うという
性質上、公平・中立な立場と高度な秘密の保持が必要である。さらにダムの安全性
は施設のみならず水質監視も含め、下流地域に対して大きな影響を及ぼすものであ
るため、堤体等の点検・巡視、水質監視にあたってはダム管理に関する豊富な知識
や経験が必要である。社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂
行に協力し、社会公共のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本
とした監督業務、ダム管理に関する豊富な知識や経験を有するとともに、公益法人
であることから特定の利害関係がなく、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保
できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。以上のことから、会計法２
９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定により、上記法人と随意契約す
るものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1896 （社）東北建設協会 定期水質調査（一式）

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県三春町大字西方字中ノ内４０
３－４

平成17年4月19日 23,100,000

　本業務で得られるデータは、行政機関が行う水質汚濁防止法に基 づいた測定結
果の公表、環境基準の設定等に用いられるため、高い精度が要求されるものであ
る。また、本業務での採水・分析においては、ダムの貯水池、河川の状況を的確に
判断し採水サンプルの分析に反映させる必要があるため、ダム貯水池、河川の状況
を的確に判断する広範な技術、行政的経験を基本とした統一的な視点での分析、的
確なデータ照査を行う能力が必要不可欠である。また、分析結果は流域住民の生活
と健康に深く関わるものであるため関係機関との協議を経て正式に公表するまでの
間は、分析結果について守秘する義務がある。よって本業務を実施できる者は、上
記法人の他にない、よって会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
の規定により、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）
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1897 （社）東北建設協会 三春ダム管理通報連絡業務

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県三春町大字西方字中ノ内４０
３－４

平成17年4月1日 11,235,000

本業務の履行にあたっては、社会的に影響の大きいダムの管理を行うことから、ダ
ムに関する知識が必要であるとともに、行政的経験を基本としたダム管理に関する
経験が必要である。また、ダムに関する様々な情報を取り扱うという性質上、公平・
中立的な立場と職務上知り得た情報等においては高度な秘密の保持が必要であ
る。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本としたダム管理に関す
る豊富な知識と経験を有するとともに、公益法人であることから特定の利害関係がな
く、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1898 （社）東北建設協会 資料館管理等補助業務

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県三春町大字西方字中ノ内４０
３－４

平成17年4月1日 3,570,000

社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、その定款において「建設事業普及のため
の広報活動」を行うこととされており、行政的経験を基本としたダム事業に関する豊
富な知識を活かし、同種業務等の実績が豊富で精通している。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1899 （社）東北建設協会
水文観測所点検及び資料整
理業務

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県三春町大字西方字中ノ内４０
３－４

平成17年4月14日 2,677,500

　本業務の履行にあたっては、各観測所より得られる水文データが治水事業におけ
る基礎データであるとともに、国民の生命・財産に直接関わる防災情報であることか
ら、行政的経験を基本とした知識と技術に裏付けされた信頼性と、データが公表され
るまでの間の適正な管理が必要となる。
また、管理所内の専用計算機端末等を利用させるため、機密の保持に充分留意す
る必要がある。
社団法人東北建設協会は、建設行政の推進と建設事業の遂行に協力し、社会公共
のために行政補完を行う公益法人であり、行政的経験を基本としたダム管理に関す
る豊富な知識と経験を有するとともに、公益法人であることから特定の利害関係がな
く、公平性・中立性、高度な秘密の保持が確保できる。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1900 （社）東北建設協会
三春ダム行政資料作成補助
業務委託

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県三春町大字西方字中ノ内４０
３－４

平成17年9月1日 6,209,280

  本業務の履行にあたっては、行政資料作成及び積算の補助を行うものであること
から、建設行政に精通し、行政的経験を基本とした幅広い知識と当該業務に関する
豊富な経験並びに的確な積算技術が必要であるとともに、事業計画、基準等に関す
る資料作成及び積算の補助を行うという性質上、高度な秘密の保持、中立性・公平
性を有する必要がある。よって本業務を実施できる者は、上記法人の他にない、よっ
て会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定により、上記法
人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

単価契約

1901 （社）東北建設協会 水質調査試験業務
森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年4月1日 83,685,000

　業務の履行にあたっては、その内容と性質上、東北地方整備局管内一級河川・ダ
ムの水質状況と水質分析業務に精通し、かつ所定の精度を常に確保できることはも
とより、高い公共性を有することから中立な立場と秘密の保持が必要である。
　社団法人東北建設協会は、水質調査試験に関する専門的な技術及び知識、豊富
な業務経験を有し、特定の利害関係を持たないことから条件を満たす唯一の機関で
あると認められる。
　以上の理由により、会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３号に基づき
随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1902 （社）東北建設協会 試験技術業務
森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年4月1日 53,550,000

業務の実施にあたっては専門的な試験技術者を必要とするものであり、またその内
容及び性質上高い公共性を有すること　から、中立な立場と秘密の保持が必要であ
る。よって本業務を実施できる者は、上記法人の他にない、よって会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定により、上記法人と随意契約を行うも
のである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

1903 （社）東北建設協会
行政資料作成補助業務委託
（８・９月）分

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年12月12日 441,000

  本業務の履行にあたっては、行政資料作成及び積算の補助を行うものであること
から、建設行政に精通し、行政的経験を基本とした幅広い知識と当該業務に関する
豊富な経験並びに的確な積算技術が必要であるとともに、事業計画、基準等に関す
る資料作成及び積算の補助を行うという性質上、高度な秘密の保持、中立性・公平
性を有する必要がある。よって本業務を実施できる者は、上記法人の他にない、よっ
て会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定により、上記法
人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

単価契約
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1904 （社）東北建設協会
行政資料作成補助業務委託
（１０・１１月）分

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成17年12月16日 793,800

  本業務の履行にあたっては、行政資料作成及び積算の補助を行うものであること
から、建設行政に精通し、行政的経験を基本とした幅広い知識と当該業務に関する
豊富な経験並びに的確な積算技術が必要であるとともに、事業計画、基準等に関す
る資料作成及び積算の補助を行うという性質上、高度な秘密の保持、中立性・公平
性を有する必要がある。よって本業務を実施できる者は、上記法人の他にない、よっ
て会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定により、上記法
人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

単価契約

1905 （社）東北建設協会
行政資料作成補助業務委託
（２・３月）分

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
多賀城市桜木３丁目６－１

平成18年2月9日 264,600

  本業務の履行にあたっては、行政資料作成及び積算の補助を行うものであること
から、建設行政に精通し、行政的経験を基本とした幅広い知識と当該業務に関する
豊富な経験並びに的確な積算技術が必要であるとともに、事業計画、基準等に関す
る資料作成及び積算の補助を行うという性質上、高度な秘密の保持、中立性・公平
性を有する必要がある。よって本業務を実施できる者は、上記法人の他にない、よっ
て会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定により、上記法
人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

単価契約

1906 （社）東北建設協会
みちのく公園現場技術業務委
託

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成17年4月1日 29,400,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業
務を通じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業
務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろん
のこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

1907 （社）東北建設協会 窓付封筒購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年4月20日 16,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1908 （社）東北建設協会 超勤命令簿購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年5月9日 10,410

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1909 （社）東北建設協会 封筒購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年5月31日 236,600

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1910 （社）東北建設協会 封筒外購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年5月25日 65,385

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1911 （社）東北建設協会 封筒購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年6月1日 74,500

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1912 （社）東北建設協会 旅行命令簿購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年6月13日 2,625

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1913 （社）東北建設協会 封筒購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年6月20日 51,500

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1914 （社）東北建設協会 共通用紙購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年6月15日 10,080

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1915 （社）東北建設協会 封筒外購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年6月23日 182,350

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1916 （社）東北建設協会 封筒購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年7月4日 87,500

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1917 （社）東北建設協会 封筒購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年7月14日 15,800

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの
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1918 （社）東北建設協会 封筒購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年7月26日 30,700

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1919 （社）東北建設協会
パンフレット（広報誌「ＬＩＮＥ」）
購入

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年8月30日 4,313,000

本図書は、東北地方の「みち」を様々は視点から捉えた道路の情報誌として、平成３
年から(社)東北建設協会が自らの事業活動の一環として編集・発行しているもので
ある。
この道路の情報誌である「ＬＩＮＥ」は、東北地方の道路広報活動を行う上で、道路に
関する一般の方々の意識向上、啓蒙活動に有用な冊子である。
広報誌「ＬＩＮＥ」は上記法人が作成、販売しているもので、一般書店では販売されて
いない。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の
規定により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1920 （社）東北建設協会 国庫金振込通知書外購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年8月10日 108,625

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1921 （社）東北建設協会
図書（東北地方整備局職員録
平成１７年度）購入

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年9月9日 453,900

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1922 （社）東北建設協会 封筒購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年9月1日 139,100

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1923 （社）東北建設協会 封筒外購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年9月14日 128,800

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1924 （社）東北建設協会 封筒購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年9月29日 101,700

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1925 （社）東北建設協会 封筒購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年10月17日 102,500

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1926 （社）東北建設協会 封筒購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年10月24日 67,500

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1927 （社）東北建設協会 封筒外購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年11月10日 186,900

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1928 （社）東北建設協会 封筒（長３号）購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年11月30日 31,700

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1929 （社）東北建設協会
パンフレット（広報誌「ＬＩＮＥ」）
購入

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年12月20日 3,367,750

本図書は、東北地方の「みち」を様々は視点から捉えた道路の情報誌として、平成３
年から(社)東北建設協会が自らの事業活動の一環として編集・発行しているもので
ある。
この道路の情報誌である「ＬＩＮＥ」は、東北地方の道路広報活動を行う上で、道路に
関する一般の方々の意識向上、啓蒙活動に有用な冊子である。
広報誌「ＬＩＮＥ」は上記法人が作成、販売しているもので、一般書店では販売されて
いない。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の
規定により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1930 （社）東北建設協会 封筒購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年12月20日 223,500

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1931 （社）東北建設協会 休暇簿外購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年12月13日 107,970

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
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1932 （社）東北建設協会 封筒購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年12月8日 92,700

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1933 （社）東北建設協会
パンフレット（広報誌「ＬＩＮＥ」）
購入

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年1月11日 3,367,750

本図書は、東北地方の「みち」を様々は視点から捉えた道路の情報誌として、平成３
年から(社)東北建設協会が自らの事業活動の一環として編集・発行しているもので
ある。
この道路の情報誌である「ＬＩＮＥ」は、東北地方の道路広報活動を行う上で、道路に
関する一般の方々の意識向上、啓蒙活動に有用な冊子である。
広報誌「ＬＩＮＥ」は上記法人が作成、販売しているもので、一般書店では販売されて
いない。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の
規定により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1934 （社）東北建設協会 封筒購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年1月4日 28,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1935 （社）東北建設協会 封筒購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年1月17日 30,600

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1936 （社）東北建設協会 封筒購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年1月19日 98,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1937 （社）東北建設協会 封筒購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年1月31日 15,600

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1938 （社）東北建設協会 封筒購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年2月7日 70,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1939 （社）東北建設協会 封筒購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年2月13日 61,900

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1940 （社）東北建設協会 封筒購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年2月13日 89,400

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1941 （社）東北建設協会 封筒購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年2月16日 35,900

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1942 （社）東北建設協会 超過勤務命令簿購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年2月27日 1,735

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1943 （社）東北建設協会 旅行命令簿外購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年3月10日 234,296

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1944 （社）東北建設協会 国庫金振込通知書外購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年3月17日 843,820

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1945 （社）東北建設協会
パンフレット（広報誌「ＬＩＮＥ」）
購入

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年3月24日 3,367,750

本図書は、東北地方の「みち」を様々は視点から捉えた道路の情報誌として、平成３
年から(社)東北建設協会が自らの事業活動の一環として編集・発行しているもので
ある。
この道路の情報誌である「ＬＩＮＥ」は、東北地方の道路広報活動を行う上で、道路に
関する一般の方々の意識向上、啓蒙活動に有用な冊子である。
広報誌「ＬＩＮＥ」は上記法人が作成、販売しているもので、一般書店では販売されて
いない。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の
規定により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
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契約を締結した日
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（円）
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1946 （社）東北建設協会
「道路ポケットブックとうほく２
００５」購入

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年3月24日 6,970,000

出版している唯一の機関
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1947 （社）東北建設協会 超過勤務命令簿外購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年3月27日 306,280

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1948 （社）東北建設協会 封筒外購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年2月8日 147,820

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1949 （社）東北建設協会 現金出納簿外購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年3月29日 826,800

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1950 （社）東北建設協会 旗購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年3月22日 378,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1951 （財）自動車検査登録協力会
道路交通情勢調査車両抽出
業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年8月10日 3,180,030

業務を遂行するにあたっては、次の条件が必要となる。
・自動車登録ファイルを管理・保有している機関であること。
・本調査で取り扱う情報（自動車登録番号、登録年次、自動車の種別、使用の本拠、
使用の本拠の位置、使用者の氏名または名称、使用者の住所ほか）は個人情報・
企業秘密に属する情報であり、情報セキュリティの確保ができる機関であること
財団法人自動車検査登録協力会は、国が実施する自動車検査登録行政に協力す
ることにより、くるま社会の健全な発展に寄与し、公共の福祉増進を目的にして、１９
６７年（昭和４２年）６月、(社)日本自動車工業会、(社)日本自動車販売協会連合会、
(社)日本自動車整備振興会連合会、(社)全国自動車標板協議会、(社)全国軽自動
車協会連合会、日本自動車輸入組合、(社)全国自家用自動車協会を構成団体とし
て設立された公益法人であり、本業務の遂行において必要不可欠な「自動車登録
ファイル」を保有し、かつ、高度な情報セキュリティー能力を備えた機関である。
よって、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし、業務処理能力を備えた機
関は、（財）自動車検査登録協会の他にはない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に
より、上記相手方と随意契約するものである。

その他のもの －

1952
（社）全国軽自動車協会連合
会

道路交通情勢調査軽自動車
抽出業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年8月10日 2,458,813

上記業務を遂行するにあたっては、次の条件が必要となる。
・軽自動車検査記録簿を管理・保有している機関であること。
・本調査で取り扱う情報（自動車登録番号、登録年次、自動車の種別、使用の本拠、
使用の本拠の位置、使用者の氏名または名称、使用者の住所ほか）は個人情報・
企業秘密に属する情報であり、情報セキュリティの確保ができる機関であること
社団法人全国軽自動車協会連合会は、国が行う行政に協力し、軽自動車の盗難詐
欺等による不正届出および不正検査申請等の防止対策を確立し、その届出および
検査申請等の業務の健全化を図ることにより、我が国のモータリゼーションの健全な
発達に寄与するとともに公共の福祉を増進することを目的として、昭和４２年に運輸
省の認可により設立された公益法人であり、本業務の遂行において必要不可欠な
「軽自動車検査記録簿」を保有し、かつ、高度な情報セキュリティー能力を備えた機
関である。
よって、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし、業務処理能力を備えた機
関は、（社）全国軽自動車協会連合会の他にはない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に
より、上記相手方と随意契約するものである。

その他のもの －

1953 （財）河川環境管理財団 小冊子（「私たちと水」）購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年8月29日 3,228,400

当該書籍の購入は、当該法人が本書の唯一の発行、販売元であるため、その者か
ら直接調達・購入せざるを得ない。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４
第３号） その他のもの

－　（随意契約によらざるを得ないも
の）

1954 （財）経済調査会 建設機械賃料ＦＤ外購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年5月20日 6,100,500

国土交通省土木積算システムにおける工事費や建設資材等の各種 新データを提
供できる唯一の法人であるため。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号） その他のもの －

1955 （財）建設物価調査会 材料単価ＦＤ外購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年5月20日 4,813,200

国土交通省土木積算システムにおける材料単価や機械賃料等の各種 新データを
提供できる唯一の法人であるため。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号） その他のもの －

1956 （財）河川情報センター 図書（ＰＯＲＴＡＬ）購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年4月1日 9,519,000

当該法人が本書の唯一の発行・販売元である。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの －



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
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1957 （財）公園緑地管理財団
国営みちのく杜の湖畔公園維
持管理業務委託

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年4月1日 436,390,500

①多岐にわたる公園管理業務を総合的に実施できる経験と能力、②公園管理者で
ある国に変わって業務を行うことから「公権力の行使に結びつく入園料の徴収、利用
者指導、警備を適切に行い得る組織としての都市公園法等関係法令についての専
門的な知識と経験並びに信頼性、中立性、公平性及び安定性」、「国の歳入となる入
園料の一時的管理を担うところの組織の信頼性、安定性」、「行歳事等の企画・実施
にあたって公共の資産としての活用を行い得る中立性、公平性などの資質をそなえ
ていること」が必要である。当財団は、国営公園の維持管理業務の受託、公園緑地
の管理運営に関する総合的な調査研究などの事業を行っているとともに、平成16年
度までに全国で14箇所の国営公園において維持管理業務を実施してきた経験を有
している。また、国営公園管理に関する技術的蓄積、公園管理に必要となる行政的
な判断力と専門的知識を備えているため。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募の手続きを導入

1958
（財）日本建設情報総合セン
ター

工事及び測量調査設計業務
実績情報提供業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年4月1日 7,560,000

工事及び業務実績の情報を収集・提供している唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの －

1959
（財）日本建設情報総合セン
ター

入札情報サービス運用支援
業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年4月1日 7,245,000

当該法人が、入札情報サービスのプログラムについて著作者人格権を有している。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1960
（財）日本建設情報総合セン
ター

新土木積算システム運用管
理業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年4月5日 13,006,980

当該法人が、新土木積算システムのプログラムについて著作者人格権を有してい
る。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1961
（財）日本建設情報総合セン
ター

ＣＤ－ＲＯＭ購入
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年9月20日 2,368,800

建設副産物実態調査を行うにあたり統一的かつ画一的に調査実施可能なシステム
を提供している唯一の法人であるため。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

その他のもの
18年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないとしたもの

1962
（財）日本建設情報総合セン
ター

図書（平成１７年度　土木工事
標準積算基準書（共通編）外）
購入

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年6月28日 2,903,100

国土交通省直轄の土木工事請負施工における、工事費の積算方法、各工種毎の労
務歩掛等をとりまとめ、製本を行っている唯一の法人であるため。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの －

1963
（財）日本建設情報総合セン
ター

「建設発生土情報交換システ
ム」利用契約

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年6月3日 3,213,000

建設発生土の有効利用を図るため、発注機関の情報交換が必要であるが、発注機
関すべてが利用できるのは、本システムだけである。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

1964
（財）日本建設情報総合セン
ター

電子納品対応ＣＡＤデータ作
成説明会運営業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年7月27日 5,880,000

ＣＡＤ製図基準（案）策定に携わり、建設CALS/ECの総合的情報を蓄積及び提供す
る唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの（18年度から一般競
争入札等に移行）

1965 東北電力（株）
物件移転料（日沿道（本荘～
岩城）内越地区１７－７－１）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年7月29日 4,385,810

代替性がない

その他のもの －

1966 東北電力（株）
物件移転料（日沿道（本荘～
岩城）福山地区１７－９－１）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年9月2日 576,107

代替性がない

その他のもの －



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
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1967 東北電力（株）
物件移転料（日沿道（本荘～
岩城）土谷地区１７－１０－１）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年10月26日 3,860,773

代替性がない

その他のもの －

1968 東北電力（株）
物件移転料（日沿道（本荘～
岩城）深沢地区１７－１１－１）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年11月1日 5,609,171

代替性がない

その他のもの －

1969 東北電力（株）
物件移転料（日沿道（本荘～
岩城）土谷地区１７－９－１）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年9月16日 1,927,099

代替性がない

その他のもの －

1970 東北電力（株）
物件移転料（日沿道（本荘～
岩城）内越地区１７－１２－１）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年12月7日 2,394,948

代替性がない

その他のもの －

1971 東北電力（株）
物件移転料（日沿道（本荘～
岩城）内越地区１７－１２－２）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年12月15日 4,788,930

代替性がない

その他のもの －

1972 東北電力（株）
赤川月山ダム建設事業に伴う
使用権者負担金の還付金

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年8月2日 21,069,872

協定等他者との決定事項によるため（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び
会計令第１０２条の４第３項）

その他のもの －

1973 東北電力（株） 支障移転工事
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年1月23日 792,727

代替性がない（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第
３項）

その他のもの －

1974 東北電力（株）
物件移転料（東北中央道（福
島県）中野地区１７－８－１）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年8月22日 87,858

代替性がない

その他のもの －

1975 東北電力（株）
物件移転料（東北中央道（福
島県）笹谷地区１８－１－１）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年1月11日 593,024

代替性がない

その他のもの －

1976 東北電力（株）
物件移転料（日沿道（温海～
鶴岡）上郷地区１７－７－１）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年7月28日 1,050,372

代替性がない

その他のもの －

1977 東北電力（株）
物件移転料（日沿道（温海～
鶴岡）上郷地区１８－２－６）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年2月22日 84,495,435

代替性がない

その他のもの －

1978 （財）道路環境研究所
「道路環境影響評価の技術手
法」講習会受講料

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年9月26日 10,000

本年度業務の遂行にあたっては、当該調査箇所における動植物の生息状況、地形
条件に熟知しており、調査結果を的確に解析する能力が必要不可欠である。また、
道路環境、自然環境、道路景観の各分野及び、道路と自然との共生について総合
的かつ高度な知識が必要であるため。
よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき、上
記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（企

画競争を実施）
公募手続きを導入

1979
（財）日本デジタル道路地図
協会

デジタル道路地図データベー
ス更新業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年1月11日 47,355,000

「デジタル道路地図データベース」は、官民の取り決めに基づき双方の負担により作
成・更新されており、その著作権を有している唯一の財団であるため。（会計法２９条
の３第４項及び予決令１０２条の４第３号） その他のもの －

1980
（財）建築コスト管理システム
研究所

営繕積算システムＲＩＢＣ賃貸
借

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年4月1日 1,848,000

「営繕積算システムＲＩＢＣ」は、各府省庁の統一基準である「公共建築工事基準」、
「公共建築工事標準歩掛り」、公共建築工事共通費積算基準」及び「公共建築工事
内訳書標準書式」に基づく積算システムで、特に複合単価においては、毎年行われ
る標準歩掛りの改正及び市場単価の追加に的確に対応している。また、間違いのな
い確実な計算及び高い機密性を保持するなど、公共建築工事においてその使用に
耐えうる性能を有する唯一の積算システムである。なお、同システムは、国土交通
省、各都道府県及び政令指定都市で構成されている「営繕積算システム等開発利
用協議会」の意向を基に同研究所が開発したものであり、同研究所がシステムの賃
貸借及びサポートに係る業務履行できる唯一の者である。（会計法第29条の３第４
項）

その他のもの ―



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
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1981
（財）不動産適正取引推進機
構

宅建業免許及び閲覧システ
ム電算処理業務委託

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年4月1日 4,579,020

　宅地建物取引業免許事務等処理システム（以下「システム」という。）は、宅地建物
取引業免許等審査事務を全国オンラインネットワーク化して免許（大臣、知事・業
者）、登録（知事、取引主任者）の厳正化、迅速化を図ろうとするものであり、具体的
には、国土交通大臣免許については、総合政策局不動産業課に設置する端末機か
ら、個別の審査事項を入力し、ＮＴＴの通信回線で中央のコンピュータにつなぎ、効率
的なデータ処理を行うとともに、入力情報の相互チェックにより免許審査を行おうとす
るものである。
　財団法人不動産適正取引推進機構は、本システムの開発を行い、システムのハー
ド・ソフトの両面に習熟しており、また、システムの運用・管理について、宅地建物取
引業免許権者間（国土交通省及び都道府県）において同財団を「管理・運営機関」と
する取り決めがされていることから、本業務を処理させることのできる唯一の団体で
ある。よって、同財団と随意契約するものである。（会計法第２９条３第４項、予決令
第１０２条の４第３項）

その他のもの －

1982
（財）建設業情報管理セン
ター

建設業情報管理システム電
算処理業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年4月1日 2,100,705

　本業務は、建設業許可事務等を行う国土交通省（地方支分部局及び沖縄総合事
務局）及び都道府県（以下「許可行政庁」という。）が、同一のデータベースに自らが
許可した建設業者に係る技術者等のデータを登録することで、
①　建設業者間における技術者の名義貸し等を防止する
②　建設業者の許可情報等を許可行政庁間で共有する
ことにより、建設業者に対する指導監督業務を適正に行う
こと等を目的とするものであり、すべての許可行政庁が同一のシステムを活用して行
う必要がある。
　左記財団法人の建設業情報管理システムは、上記目的のために、国土交通省及
び４７都道府県が取り決めの上構築されたシステムであり、左記財団法人を唯一の
契約先とせざるを得ない。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

その他のもの － 単価契約

1983 （財）道路保全技術センター
パンフレット（平成１５年度　東
北の交通事故統計ポケット
ブック

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年5月26日 1,638,000

本件は、平成１７年３月に発行された図書「平成１５年東北の交通事故統計ﾎﾟｹｯﾄﾌﾞｯ
ｸ」を購入するものである。
本図書は、東北地方における交通事故発生状況について、全国との比較や、県別、
道路種別別の推移等多様な視点で集計分析を行った統計資料である。
道路行政においては、死傷事故を減少させることを成果目標の一つとして各種施策
を展開しているところであり、死傷事故に関する統計資料は、道路施策の展開にお
いて も基礎的なデータの一つとして、必要不可欠なものである。
本図書は、上記法人が編集及び発行しているもので、一般書店では販売されていな
い。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の
規定により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1984 （財）日本気象協会 気象・防災情報等提供業務
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年9月30日 1,638,630

（財）日本気象協会は、気象情報システム（ＭＩＣＯＳ）を独自に開発し、オンラインで
気象情報や地震情報、各種防災業務関連情報を提供するなど、特殊なシステム・
データを有し、リアルタイムに送信する気象情報提供業務を行っているほか、気象情
報解析に関する高度な専門知識を持つ機関である。
本業務は、（財）日本気象協会開発の気象情報システム（ＭＩＣＯＳ）という独自開発
のシステムを使用し、常時から気象等の情報を迅速に得るための業務であり、平成
１０年度より（財）日本気象協会東北支局と契約し、回線の接続及びシステム機器を
構築し、イントラやＨＰ（携帯電話も含む）、道の駅情報端末へ情報提供している。
以上のことより、独自に構築されたシステムであり、本業務を執行できる唯一の機関
である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を
行うものである。

その他のもの －

1985 （財）日本気象協会
気象情報提供システム改修
業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年3月13日 1,260,000

本業務の実施にあたっては、ホームページ及び携帯電話サイトで気象情報を提供し
ていることから、既往システム機能を維持するとともに、新ＯＳでの動作保証を確保
する必要があり、また、連携システムである気象情報システム（ＭＩＣＯＳ）との整合性
を確保することが不可欠であり、既往システムのプログラム処理内容を熟知していな
ければならない。
上記法人は、本システムのプログラム開発から導入に携わっていること、また、本シ
ステムの処理に必要な気象データの配信元である気象情報システム（ＭＩＣＯＳ）の保
守管理を委託されていることから、本システムのプログラム内容・ネットワーク処理内
容を熟知している唯一の法人である。
よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第　１０２条の４第３号により、
随意契約するものである。

その他のもの －



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び
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1986 （財）建設業技術者センター 企業情報提供業務
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年4月1日 3,150,000

（財）建設業技術者センターは、施工管理に関する知識及び技術の普及を図ることを
目的として昭和６３年に設立され、平成８年度から公共工事発注者を支援する情報
サービスを開始しており、上記企業情報を保有している唯一の機関であるため。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項） 見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募の手続きを導入

1987 扶桑電通（株）
パーソナルコンピュータ外賃
貸借及び保守（その７）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年4月1日 5,454,750

　現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常な状態で機能
通りに稼働することが要求され、万一トラブルがあった場合は、直ちに修理できる保
守管理体制が完備された業者でなければならない。上記賃貸借及び保守は、扶桑
電通（株）東北支店と契約を締結しているもので、継続して使用することが効率的か
つ円滑に業務が遂行されると考えられる。また、同機器に対して機能等を熟知し、ア
フターサービス体制が確立され、故障時の迅速な対応が可能なのは同社以外には
ない。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

1988 扶桑電通（株）
パーソナルコンピュータ外賃
貸借及び保守（０４－０７）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年4月1日 14,464,800

　現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常な状態で機能
通りに稼働することが要求され、万一トラブルがあった場合は、直ちに修理できる保
守管理体制が完備された業者でなければならない。上記賃貸借及び保守は、扶桑
電通（株）東北支店と契約を締結しているもので、継続して使用することが効率的か
つ円滑に業務が遂行されると考えられる。また、同機器に対して機能等を熟知し、ア
フターサービス体制が確立され、故障時の迅速な対応が可能なのは同社以外には
ない。以上の理由により、上記業者と会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号により随意契約しようとするものである。

その他のもの －

1989 東北電力（株） 物件移転料
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年7月28日 1,050,372

代替性がない

その他のもの －

1990 東北電力（株） 物件移転料
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年7月29日 4,385,310

代替性がない

その他のもの －

1991 東北電力（株） 物件移転料
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年8月22日 87,858

代替性がない

その他のもの －

1992 東北電力（株） 物件移転料
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年9月2日 576,107

代替性がない

その他のもの －

1993 東北電力（株） 物件移転料
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年9月16日 1,927,009

代替性がない

その他のもの －

1994 東北電力（株） 物件移転料
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年10月26日 3,860,773

代替性がない

その他のもの －

1995 東北電力（株） 物件移転料
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年11月1日 5,609,171

代替性がない

その他のもの －

1996 東北電力（株） 物件移転料
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年11月24日 3,087,700

代替性がない

その他のもの －

1997 東北電力（株） 物件移転料
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年12月7日 2,394,948

代替性がない

その他のもの －

1998 東北電力（株） 物件移転料
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成17年12月15日 4,788,930

代替性がない

その他のもの －

1999 東北電力（株） 物件移転料
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年1月11日 593,024

代替性がない

その他のもの －
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2000 東北電力（株） 物件移転料
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年2月22日 84,495,435

代替性がない

その他のもの －

2001 東北電力（株） 物件移転料
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年3月2日 1,342,446

代替性がない

その他のもの －

2002 東北電力（株） 物件移転料
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

平成18年3月10日 1,649,889

代替性がない

その他のもの －

2003 （財）河川情報センター 河川情報提供業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成17年4月1日 3,853,500

全国のレーダー雨量情報や近隣流域の降雨、水位情報の情報提供を専門としてい
る組織であるため、広域的、時系列的に迅速な情報提供が可能。これに代わる適切
ね他社が不在のため。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

その他のもの - (H17年度限り)

2004 （財）国土技術研究センター 自律移動支援調査業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成17年6月1日 7,140,000

Ｈ１６年度から国土交通書腕取り組んでいる「自律移動支援プロジェクト」について、
調査・研究を先導的に実施。専門的かつ高度な技術と豊富な業務経験を有し、新し
い建設技術に関する種々の見地と公正な判断能力を必要とする業務。適切に遂行
できるのは他にいないため。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

2005 （財）駐車場整備推進機構 長島地下歩道管理業務委託

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成17年4月1日 3,612,000

長島地下駐車場との一体施設として施設を共有していることから、兼用工作物監理
協定によって、長島地下駐車場を（財）駐車場整備推進機構が運営している。施設
の管理は相互に密接不可分であり分離が不可能であるため。
会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項の規定によ
り随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2006 （社）東北建設協会
共通用紙３連式（Ａ４　５００
枚）外購入

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成18年3月10日 712,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2007 （社）東北建設協会 現金払込書・領収証書外購入

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成18年2月9日 773,303

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2008 （社）東北建設協会 出勤簿外購入

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成17年11月21日 68,385

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2009 （社）東北建設協会 白表紙外購入

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成17年5月24日 404,700

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2010 （社）東北建設協会 図書（職員録）購入

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成17年8月15日 97,750

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2011 （社）東北建設協会 封筒外購入

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成17年9月9日 154,393

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2012 （社）東北建設協会 封筒外購入

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成17年10月18日 38,600

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2013 東北電力（株） 電柱共架料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成18年3月20日 16,695

代替性がない

その他のもの －

2014 東北電力（株） 電柱共架料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成18年3月20日 16,239

代替性がない

その他のもの －
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2015 東北電力（株） 電柱共架料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成18年3月20日 4,521

代替性がない

その他のもの －

2016 東北電力（株） 電柱共架料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成18年3月20日 8,295

代替性がない

その他のもの －

2017 東北電力（株） 電柱共架料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成18年3月20日 10,290

代替性がない

その他のもの －

2018 東北電力（株） 電柱共架料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成18年3月20日 26,798

代替性がない

その他のもの －

2019 東北電力（株） 電柱共架料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成18年3月20日 525

代替性がない

その他のもの －

2020 東北電力（株） 共架改造工事費（一日市線）

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成17年10月3日 26,798

代替性がない

その他のもの －

2021 東北電力（株） 共架改造工事費（下長幹線）

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成17年10月3日 524,423

代替性がない

その他のもの －

2022 東北電力（株）
共架改造工事費（下長幹線通
信工事分）

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成17年10月3日 268,972

代替性がない

その他のもの －

2023 東北電力（株） 物件移転料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成17年5月19日 872,389

代替性がない

その他のもの －

2024 東北電力（株） 物件移転料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成17年5月19日 5,299,496

代替性がない

その他のもの －

2025 東北電力（株） 物件移転料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成17年5月24日 1,208,463

代替性がない

その他のもの －

2026 東北電力（株） 物件移転料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成17年8月5日 58,576

代替性がない

その他のもの －

2027 東北電力（株） 物件移転料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成17年9月16日 678,360

代替性がない

その他のもの －

2028 東北電力（株） 物件移転料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成17年9月22日 1,754,344

代替性がない

その他のもの －

2029 東北電力（株） 物件移転料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成17年9月28日 3,937,819

代替性がない

その他のもの －

2030 東北電力（株） 物件移転料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成17年9月30日 4,016

代替性がない

その他のもの －

2031 東北電力（株） 物件移転料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成17年10月5日 3,221,086

代替性がない

その他のもの －
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2032 東北電力（株） 物件移転料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成17年11月7日 1,764,119

代替性がない

その他のもの －

2033 東北電力（株） 物件移転料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成17年12月1日 268,940

代替性がない

その他のもの －

2034 東北電力（株） 物件移転料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成17年12月19日 3,237,545

代替性がない

その他のもの －

2035 東北電力（株） 物件移転料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成18年1月11日 113,187

代替性がない

その他のもの －

2036 東北電力（株） 物件移転料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成18年1月16日 412,416

代替性がない

その他のもの －

2037 東北電力（株） 物件移転料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成18年1月19日 2,228,798

代替性がない

その他のもの －

2038 （社）全日本不動産協会 物件移転料外

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成18年2月16日 520,944

代替性がない

その他のもの －

2039 （社）全日本不動産協会 物件移転料外

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事務
所
青森市中央3－20－38

平成18年2月16日 520,944

代替性がない

その他のもの －

2040 （社）東北建設協会 東北地方整備局職員録購入
西川和雄
東北地方整備局高瀬川河川事務所
青森県八戸市石堂３丁目７－１０

平成17年8月1日 12,750

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2041 （社）東北建設協会
国庫金振込通知書（ハガキ）
購入

西川和雄
東北地方整備局高瀬川河川事務所
青森県八戸市石堂３丁目７－１０

平成17年9月16日 13,125

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2042 （社）東北建設協会 出勤簿他購入
西川和雄
東北地方整備局高瀬川河川事務所
青森県八戸市石堂３丁目７－１０

平成17年11月29日 4,957

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2043 （社）東北建設協会 建設機械運転日報購入
西川和雄
東北地方整備局高瀬川河川事務所
青森県八戸市石堂３丁目７－１０

平成18年2月1日 3,360

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2044 （社）東北建設協会 超過勤務命令簿他購入
西川和雄
東北地方整備局高瀬川河川事務所
青森県八戸市石堂３丁目７－１０

平成18年3月17日 123,896

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2045 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
大嶋武志
東北地方整備局高瀬川河川事務所
青森県八戸市石堂３丁目７－１０

平成17年4月1日 1,260,000

代替性のない特定の知識、経験、能力を有する
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

その他のもの - (H17年度限り)

2046 （独）土木研究所 津軽ダム水理設計業務

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事務
所
青森県中津軽郡西目屋村大字田代
字神田５７

平成17年8月30日 13,400,000

・技術基準を策定し根拠に精通しているとともに特定の者の利益とならない中立性・
公　共性を備えている唯一の機関。
・全国を網羅してダム設計、水理実験及びダム完成後の実水理現象に関する普遍
的なデータベースを構築・保有しており、個別ダムの水理現象解析、設計に当たって
必要な　データベースを保有する唯一の機関。(会計法第２９条の３第４項、予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続きを導入

2047 （社）東北建設協会 職員録購入

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事務
所
青森県中津軽郡西目屋村大字田代
字神田５７

平成17年7月27日 23,800

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの
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2048 （社）東北建設協会 超過勤務命令簿外購入

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事務
所
青森県中津軽郡西目屋村大字田代
字神田５７

平成17年8月22日 35,680

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2049 （社）東北建設協会 封筒購入

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事務
所
青森県中津軽郡西目屋村大字田代
字神田５７

平成17年11月7日 55,900

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2050 （社）東北建設協会 出勤簿　外購入

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事務
所
青森県中津軽郡西目屋村大字田代
字神田５７

平成17年12月15日 5,427

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2051 （社）東北建設協会 国庫金振込通知書外購入

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事務
所
青森県中津軽郡西目屋村大字田代
字神田５７

平成18年3月13日 248,993

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2052 東北電力（株） 物件移転料

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事務
所
青森県中津軽郡西目屋村大字田代
字神田５７

平成17年11月24日 1,092,501

代替性がない

その他のもの －

2053 （財）河川情報センター 河川情報提供業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 3,376,800

雨量や河川水位等河川情報を一元管理し情報提供を行っている唯一の機関
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

その他のもの - (H17年度限り)

2054 日本通運（株） 文書保管倉庫賃貸借

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 15,548,400

継続して賃貸借を行うことが、効果的・経済的であり、他社への移行は技術的・経済
的に不可能、不経済である
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項） 見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2055 （社）東北建設協会 前渡資金証拠書外購入

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年6月23日 48,110

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2056 （社）東北建設協会 前渡資金支払証拠書外購入

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年10月7日 79,750

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2057 （社）東北建設協会 封筒購入

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年11月1日 86,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2058 （社）東北建設協会 出勤簿外購入

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年11月14日 27,148

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2059 （社）東北建設協会 封筒購入

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年12月16日 39,500

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2060 （社）東北建設協会 封筒購入

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年1月27日 16,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2061 （社）東北建設協会 封筒購入

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年2月24日 133,500

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2062 東北電力（株） 物件移転料(東北電力分)

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年8月24日 3,516,983

代替性がない

その他のもの －

2063 東北電力（株） 物件移転料(東北電力分)

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年9月8日 4,902,135

代替性がない

その他のもの －

2064 東北電力（株） 物件移転料(東北電力分)

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年9月14日 3,159,973

代替性がない

その他のもの －
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2065 東北電力（株）
物件移転料(東北電力(株)
執行役員岩手支店長　佐尾
玄分)

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年9月16日 31,287

代替性がない

その他のもの －

2066 東北電力（株）
物件移転料(東北電力(株)
執行役員岩手支店長　佐尾
玄分)

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年9月21日 91,683

代替性がない

その他のもの －

2067 東北電力（株） 物件移転料(東北電力分)

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年10月11日 437,518

代替性がない

その他のもの －

2068 東北電力（株）
物件移転料(東北電力(株)執
行役員岩手支店長　佐尾 玄
分)

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年11月10日 34,330,812

代替性がない

その他のもの －

2069 東北電力（株）
物件移転料(東北電力(株)執
行役員岩手支店長　佐尾 玄
分)

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年11月28日 92,799

代替性がない

その他のもの －

2070 東北電力（株）
物件移転料(東北電力(株)執
行役員　岩手支店長分)

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年12月15日 9,663

代替性がない

その他のもの －

2071 東北電力（株）
物件移転料(東北電力(株)
執行役員岩手支店長　佐尾
玄分)

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年12月16日 85,099

代替性がない

その他のもの －

2072 東北電力（株）
物件移転料(東北電力(株)
執行役員岩手支店長　佐尾
玄分)

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年1月13日 256,741

代替性がない

その他のもの －

2073 東北電力（株）
物件移転料(東北電力(株)執
行役員岩手支店長　佐尾 玄
分)

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年1月23日 1,312,604

代替性がない

その他のもの －

2074 東北電力（株）
物件移転料(東北電力(株)
執行役員岩手支店長　佐尾
玄分)

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年2月8日 578,110

代替性がない

その他のもの －

2075 東北電力（株） 物件移転料(東北電力分)

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事務
所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年5月13日 1,160,090

代替性がない

その他のもの －

2076 （社）東北建設協会 用紙（徴収整理簿）購入

溝口宏樹
東北地方整備局胆沢ダム工事事務
所
岩手県奥州市胆沢区若柳字下松原
７７

平成17年5月23日 46,200

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2077 （社）東北建設協会
用紙（国庫金振込通知書（ハ
ガキ））購入

溝口宏樹
東北地方整備局胆沢ダム工事事務
所
岩手県奥州市胆沢区若柳字下松原
７７

平成17年5月31日 5,250

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2078 （社）東北建設協会
用紙（建設機械運転日報）購
入

溝口宏樹
東北地方整備局胆沢ダム工事事務
所
岩手県奥州市胆沢区若柳字下松原
７７

平成17年6月3日 16,800

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2079 （社）東北建設協会
図書（東北地方整備局職員録
平成１７年版）購入

溝口宏樹
東北地方整備局胆沢ダム工事事務
所
岩手県奥州市胆沢区若柳字下松原
７７

平成17年9月9日 35,700

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2080 （社）東北建設協会 封筒購入

溝口宏樹
東北地方整備局胆沢ダム工事事務
所
岩手県奥州市胆沢区若柳字下松原
７７

平成17年10月14日 53,900

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2081 （社）東北建設協会 出勤簿外４点購入

溝口宏樹
東北地方整備局胆沢ダム工事事務
所
岩手県奥州市胆沢区若柳字下松原
７７

平成17年12月20日 14,831

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2082 （社）東北建設協会 用紙（休暇簿外１０点）購入

溝口宏樹
東北地方整備局胆沢ダム工事事務
所
岩手県奥州市胆沢区若柳字下松原
７７

平成18年3月10日 201,855

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2083 東北電力（株） 電線施設共架料

溝口宏樹
東北地方整備局胆沢ダム工事事務
所
岩手県奥州市胆沢区若柳字下松原
７７

平成17年4月1日 57,015

代替性がない

その他のもの －

2084 東北電力（株） 物件移転料

溝口宏樹
東北地方整備局胆沢ダム工事事務
所
岩手県奥州市胆沢区若柳字下松原
７７

平成17年9月20日 3,705,776

代替性がない

その他のもの －

2085 東北電力（株） 物件移転料

溝口宏樹
東北地方整備局胆沢ダム工事事務
所
岩手県奥州市胆沢区若柳字下松原
７７

平成17年9月28日 1,113,223

代替性がない

その他のもの －

2086 東北電力（株） 物件移転料

溝口宏樹
東北地方整備局胆沢ダム工事事務
所
岩手県奥州市胆沢区若柳字下松原
７７

平成17年9月28日 2,871,737

代替性がない

その他のもの －

2087 東北電力（株） 物件移転料

溝口宏樹
東北地方整備局胆沢ダム工事事務
所
岩手県奥州市胆沢区若柳字下松原
７７

平成18年1月13日 5,844,249

代替性がない

その他のもの －

2088 東北電力（株） 物件移転料

溝口宏樹
東北地方整備局胆沢ダム工事事務
所
岩手県奥州市胆沢区若柳字下松原
７７

平成18年3月22日 7,532,456

代替性がない

その他のもの －

2089 東北電力（株） 物件移転料（一式）
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川４番１号

平成17年4月7日 501,525

代替性がない

その他のもの －

2090 東北電力（株） 物件移転料（一式）
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川４番１号

平成17年6月21日 123,570

代替性がない

その他のもの －

2091 東北電力（株） 物件移転料（一式）
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川４番１号

平成17年7月12日 487,465

代替性がない

その他のもの －

2092 東北電力（株） 物件移転料（一式）
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川４番１号

平成17年10月5日 9,521,611

代替性がない

その他のもの －

2093 東北電力（株） 物件移転料（一式）
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川４番１号

平成17年10月19日 1,010,864

代替性がない

その他のもの －

2094 東北電力（株） 物件移転料（一式）
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川４番１号

平成17年10月25日 423,403

代替性がない

その他のもの －

2095 東北電力（株） 物件移転料（一式）
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川４番１号

平成17年12月7日 1,545,505

代替性がない

その他のもの －

2096 東北電力（株） 物件移転料（一式）
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川４番１号

平成18年1月5日 111,735

代替性がない

その他のもの －

2097 東北電力（株） 物件移転料（一式）
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川４番１号

平成18年3月16日 18,623

代替性がない

その他のもの －

2098 （社）東北建設協会 封筒外８点購入（一式）
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川４番１号

平成17年6月21日 130,030

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び

数量
契約担当官等の氏名並びにその
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2099 （社）東北建設協会 封筒外１２点購入（一式）
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川４番１号

平成17年12月6日 181,574

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2100 （社）建設電気技術協会 図書購入（一式）
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川４番１号

平成18年2月17日 4,800

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2101 （社）東北建設協会 封筒外１２点購入（一式）
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川４番１号

平成18年2月23日 153,906

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2102 （財）河川情報センター 河川情報提供業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年4月1日 4,483,500

「河川情報提供に関する豊富な知識と経験」
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

その他のもの - (H17年度限り)

2103 （財）河川情報センター
名取川洪水危機管理訓練企
画運営業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年10月17日 11,865,000

　自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理を行えるようにする
ためには、シナリオのない状況の中で臨機の判断等の対処能力を向上させるため
の訓練が不可欠である。
　ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプレーヤーに分かれ、
コントローラーから付与される状況に応じてシナリオを知らされていないプレーヤー
がその場で判断し行動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法
である。
　当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について著作権を有してい
る。また、災害対応について、経験と代替性のない特定の知識等を有する演習実施
組織を擁する唯一の機関である。
　そのため、当該法人でなければ本検討業務において必要とする成果を得ることが
できないため、随意契約を行う。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３

見直しの余地があるもの

①一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（5,913,000円、H19年度以降一般競
争入札に移行）

②随意契約によらざるを得ないもの
（5,952,000円）

2104 東北電力（株） 物件移転料

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年5月31日 6,263,244

代替性がない

その他のもの －

2105 東北電力（株） 物件移転料

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年7月21日 4,294,903

代替性がない

その他のもの －

2106 東北電力（株） 物件移転料

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年11月7日 257,789

代替性がない

その他のもの －

2107 東北電力（株） 物件移転料

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年12月22日 508,886

代替性がない

その他のもの －

2108 東北電力（株） 物件移転料

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成18年2月28日 8,359,933

代替性がない

その他のもの －

2109 東北電力（株） 物件移転料

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年11月9日 23,831,685

代替性がない

その他のもの －

2110 東北電力（株） 物件移転料

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年6月17日 46,761,927

代替性がない

その他のもの －

2111 東北電力（株） 物件移転料

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年6月17日 28,451,156

代替性がない

その他のもの －

2112 東北電力（株） 物件移転料

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年7月20日 3,037,304

代替性がない

その他のもの －

2113 東北電力（株） 物件移転料

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年8月10日 466,264

代替性がない

その他のもの －
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2114 東北電力（株） 物件移転料

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年8月23日 957,557

代替性がない

その他のもの －

2115 東北電力（株） 物件移転料

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年8月23日 1,023,397

代替性がない

その他のもの －

2116 東北電力（株） 物件移転料

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年11月14日 171,198

代替性がない

その他のもの －

2117 東北電力（株） 物件移転料

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年11月11日 4,064,874

代替性がない

その他のもの －

2118 東北電力（株） 物件移転料

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年11月11日 1,194,076

代替性がない

その他のもの －

2119 東北電力（株） 物件移転料

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成18年1月6日 290,628

代替性がない

その他のもの －

2120 東北電力（株） 物件移転料

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成18年3月3日 218,068

代替性がない

その他のもの －

2121 東北電力（株） 電力柱共架審査費用その１

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成18年1月6日 17,640

代替性がない

その他のもの －

2122 東北電力（株） 電力柱共架審査費用その２

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成18年1月6日 8,820

代替性がない

その他のもの －

2123 東北電力（株） 電力柱共架審査費用その３

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成18年1月6日 17,325

代替性がない

その他のもの －

2124 東北電力（株）
栗原登米営業所共架申込に
伴う共架審査費用

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年11月24日 1,575

代替性がない

その他のもの －

2125 東北電力（株）
共架改造工事費（横山幹線２
０６号線）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成18年1月6日 883,351

代替性がない

その他のもの －

2126 東北電力（株）
共架改造工事費（柳津支線２
９号）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年12月9日 4,736

代替性がない

その他のもの －

2127 東北電力（株）
共架改造工事費（入土支線
１）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成18年2月6日 4,903

代替性がない

その他のもの －

2128 東北電力（株） 電柱共架審査費用

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成18年1月11日 22,365

代替性がない

その他のもの －

2129 東北電力（株） 電力柱共架審査費用その４

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成18年2月6日 1,890

代替性がない

その他のもの －

2130 東北電力（株） 電力柱共架審査費用その５

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成18年2月21日 4,725

代替性がない

その他のもの －
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2131 東北電力（株） 電力柱共架審査費用その６

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成18年2月21日 10,395

代替性がない

その他のもの －

2132 東北電力（株） 電力柱共架審査費用その７

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成18年3月6日 15,120

代替性がない

その他のもの －

2133 （財）日本不動産研究所 鑑定評価報酬

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年12月5日 1,053,360

当該地区の地価調査鑑定評価委員であり過年度の実績
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

その他のもの －

2134 （社）宮城県トラック協会 物件移転料外

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年5月27日 508,352

代替性がない

その他のもの －

2135 （社）東北建設協会 給料袋購入

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年6月15日 9,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2136 （社）東北建設協会 超過勤務命令簿外購入

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年6月30日 29,950

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2137 （社）東北建設協会 窓付封筒外購入

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年7月19日 24,200

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2138 （社）東北建設協会 東北地方整備局職員録購入

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年8月24日 145,350

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2139 （社）東北建設協会 共通用紙外購入

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年9月5日 17,220

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2140 （社）東北建設協会 窓付封筒購入

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年11月29日 28,800

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2141 （社）東北建設協会 出勤簿外購入

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成17年11月25日 71,500

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2142 （社）東北建設協会 休暇簿外購入

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事務
所
仙台市太白区郡山５－６－６

平成18年2月16日 12,684

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2143 （財）河川情報センター 河川情報提供業務

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成17年4月1日 3,496,500

全国レーダー情報等の河川に関わる情報提供を専門としている全国唯一の機関
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

その他のもの - (H17年度限り)

2144 （社）東北建設協会 封筒外4点

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成17年4月20日 67,290

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2145 （社）東北建設協会 封筒（角2号外）購入

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成17年6月2日 86,500

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2146 （社）東北建設協会 封筒（予定価格用）外購入

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成17年7月28日 27,700

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2147 （社）東北建設協会 休暇簿（年次休暇）購入

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成17年9月7日 5,520

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの
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2148 （社）東北建設協会 超過勤務等命令簿外購入

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成17年10月17日 33,190

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2149 （社）東北建設協会 出勤簿外購入

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成17年11月30日 45,030

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2150 （社）東北建設協会 封筒購入

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成18年1月23日 22,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2151 （社）東北建設協会 封筒外購入

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成18年2月24日 54,300

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2152 （社）東北建設協会 徴収整理簿外購入

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成18年3月10日 107,578

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2153 東北電力（株） 物件移転料

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成17年10月21日 1,175,781

代替性がない

その他のもの －

2154 東北電力（株） 物件移転料

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成17年11月9日 16,365

代替性がない

その他のもの －

2155 東北電力（株） 共架申込に伴う審査費用

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成18年2月28日 7,560

代替性がない

その他のもの －

2156 東北電力（株） 17年度分共架料

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成18年3月16日 150,237

代替性がない

その他のもの －

2157 東北電力（株）
平成17年度石巻営業所共架
料

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成18年3月31日 68,905

代替性がない

その他のもの －

2158 東北電力（株） 共架申込に伴う審査費用

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成18年3月31日 630

代替性がない

その他のもの －

2159 東北電力（株） 共架申込に伴う審査費用

大澤健治
東北地方整備局北上川下流河川事
務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80

平成18年3月31日 2,835

代替性がない

その他のもの －

2160 （社）東北建設協会 用紙購入（休暇簿外）

田仲光美
東北地方整備局鳴瀬川総合開発調
査事務所
宮城県古川市旭三丁目８－１８

平成17年12月5日 4,211

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2161 （社）東北建設協会
用紙購入（旅行命令／依頼
簿）

田仲光美
東北地方整備局鳴瀬川総合開発調
査事務所
宮城県古川市旭三丁目８－１８

平成17年12月13日 2,625

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2162 （社）東北建設協会
事務用用紙購入（文書起案用
紙外）

田仲光美
東北地方整備局鳴瀬川総合開発調
査事務所
宮城県古川市旭三丁目８－１８

平成18年3月17日 79,865

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2163 （社）東北建設協会 封筒

佐々木　透
東北地方整備局東北幹線道路調査
事務所
仙台市太白区郡山字源兵衛東６３

平成17年7月27日 82,500

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2164 （社）東北建設協会 東北地方整備局職員録　９冊

佐々木　透
東北地方整備局東北幹線道路調査
事務所
仙台市太白区郡山字源兵衛東６３

平成17年8月8日 7,650

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの
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2165 （社）東北建設協会 前渡資金支払証拠書

佐々木　透
東北地方整備局東北幹線道路調査
事務所
仙台市太白区郡山字源兵衛東６３

平成17年11月21日 3,150

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2166 （社）東北建設協会 出勤簿外

佐々木　透
東北地方整備局東北幹線道路調査
事務所
仙台市太白区郡山字源兵衛東６３

平成17年12月12日 1,056

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2167 （社）東北建設協会 封筒外

佐々木　透
東北地方整備局東北幹線道路調査
事務所
仙台市太白区郡山字源兵衛東６３

平成18年3月8日 16,210

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2168 （社）東北建設協会 東北地方整備局旗購入

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-37

平成17年6月2日              4,725

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2169 （社）東北建設協会 共通用紙三連式外３点購入

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-37

平成17年6月15日            38,925

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2170 （社）東北建設協会
図書「東北地方整備局職員
録」購入

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-37

平成17年8月12日            85,850

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2171 （社）東北建設協会 封筒外３点購入

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-37

平成17年9月5日            96,635

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2172 （社）東北建設協会 封筒購入

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-37

平成17年11月18日            78,300

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2173 （社）東北建設協会 出勤簿外５点購入

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-37

平成17年12月15日            23,918

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2174 （社）東北建設協会
国庫金振込通知書外１点購
入

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-37

平成17年12月19日            16,485

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2175 （社）東北建設協会 受付・受領簿外１点購入

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-37

平成18年1月13日            10,080

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2176 （社）東北建設協会
前渡資金支払証拠書外５点
購入

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-37

平成18年2月21日          122,875

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2177 （社）東北建設協会 封筒外１８点購入

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-37

平成18年3月14日          243,010

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2178 （財）河川情報センター 河川情報提供業務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-37

平成17年4月1日        3,231,900

本業務を行うにあたっては、次の要件を満たす必要がある。
・上流域や支川といった流域内の降水量や水位だけでなく、広域的な雨域の情報収
集ができること。
・気象庁、地方自治体や電力会社等の企業が観測したデータを一元的に収集できる
こと。
・収集された情報を県や市町村の自治体に提供し、水防警報等の緊急情報を当事
務所と関係自治体間で共有できること。
（財）河川情報センターは、全国レーダー雨量情報による広域的な雨域の情報収集
を行うことができ、国土交通省が所管する降水量、水位の情報のみならず、気象庁、
地方自治体や電力会社等企業が所管する降水量や水位情報も一元的に収集し、そ
の情報を当事務所だけで県や市町村へ提供できる唯一の団体である。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

その他のもの - (H17年度限り)

2179 東北電力（株） 物件移転料

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-37

平成17年4月27日          531,469

代替性がない

その他のもの －
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2180 東北電力（株） 物件移転料

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-37

平成17年6月3日        2,842,219

代替性がない

その他のもの －

2181 東北電力（株） 物件移転料

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-37

平成17年7月4日          879,164

代替性がない

その他のもの －

2182 東北電力（株） 物件移転料

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-37

平成17年9月16日        1,212,347

代替性がない

その他のもの －

2183 東北電力（株） 物件移転料

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-37

平成17年9月16日          392,494

代替性がない

その他のもの －

2184 東北電力（株） 物件移転料

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-37

平成17年9月9日        3,950,099

代替性がない

その他のもの －

2185 東北電力（株） 物件移転料

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-37

平成17年10月25日          569,003

代替性がない

その他のもの －

2186 東北電力（株） 物件移転料

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-37

平成17年11月16日            55,563

代替性がない

その他のもの －

2187 東北電力（株） 物件移転料

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-37

平成17年12月22日        8,427,933

代替性がない

その他のもの －

2188 東北電力（株） 物件移転料

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-37

平成17年12月22日          848,447

代替性がない

その他のもの －

2189 東北電力（株） 物件移転料

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-37

平成17年12月26日          493,507

代替性がない

その他のもの －

2190 東北電力（株） 物件移転料

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-37

平成18年2月17日        8,201,953

代替性がない

その他のもの －

2191 扶桑電通（株）
パーソナルコンピュータ及び
プリンタ賃貸借及び保守（そ
の２）

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事務
所
秋田市山王一丁目10-37

平成17年4月1日        3,914,295

リース期間中による継続
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2192 （財）河川情報センター 河川情報提供業務

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所秋田県湯沢市関口字上寺沢６４
－２

平成17年4月1日 3,231,900

河川流域綜合情報システム2002を導入し、広域的な水位・雨量の河川情報提供を
行っている唯一の機関であるため。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項） その他のもの - (H17年度限り)

2193 （社）東北建設協会 起案簿購入

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所秋田県湯沢市関口字上寺沢６４
－２

平成17年5月2日 17,640

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2194 （社）東北建設協会 封筒外購入

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所秋田県湯沢市関口字上寺沢６４
－２

平成17年6月7日 28,950

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2195 （社）東北建設協会 封筒購入

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所秋田県湯沢市関口字上寺沢６４
－２

平成17年7月13日 74,500

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2196 （社）東北建設協会 窓付封筒購入

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所秋田県湯沢市関口字上寺沢６４
－２

平成17年8月8日 8,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び
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契約を締結した日
契約金額
（円）
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2197 （社）東北建設協会 職員録購入

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所秋田県湯沢市関口字上寺沢６４
－２

平成17年8月19日 102,850

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2198 （社）東北建設協会 窓付封筒外購入

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所秋田県湯沢市関口字上寺沢６４
－２

平成17年9月20日 16,320

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2199 （社）東北建設協会 封筒購入

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所秋田県湯沢市関口字上寺沢６４
－２

平成17年9月28日 46,500

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2200 （社）東北建設協会 封筒外購入

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所秋田県湯沢市関口字上寺沢６４
－２

平成17年11月4日 49,650

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2201 （社）東北建設協会 扶養手当認定簿外購入

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所秋田県湯沢市関口字上寺沢６４
－２

平成17年12月8日 92,665

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2202 （社）東北建設協会 出勤簿外購入

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所秋田県湯沢市関口字上寺沢６４
－２

平成17年12月26日 25,333

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2203 （社）東北建設協会 封筒購入

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所秋田県湯沢市関口字上寺沢６４
－２

平成18年2月6日 91,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2204 （社）東北建設協会 封筒外購入

伊藤和久
東北地方整備局湯沢河川国道事務
所秋田県湯沢市関口字上寺沢６４
－２

平成18年3月23日 235,925

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2205 （財）河川情報センター 河川情報提供業務

林崎吉克
東北地方整備局能代河川国道事務
所
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

平成17年4月1日 3,679,200

情報提供している唯一の組織
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

その他のもの - (H17年度限り)

2206 （社）東北建設協会 住居届外購入

林崎吉克
東北地方整備局能代河川国道事務
所
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

平成17年8月5日 4,700

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2207 （社）東北建設協会
図書「東北地方整備局職員
録」購入

林崎吉克
東北地方整備局能代河川国道事務
所
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

平成17年8月3日 68,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2208 （社）東北建設協会 封筒購入

林崎吉克
東北地方整備局能代河川国道事務
所
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

平成17年9月30日 79,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2209 （社）東北建設協会 前渡資金支払証拠書外購入

林崎吉克
東北地方整備局能代河川国道事務
所
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

平成17年10月26日 40,530

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2210 （社）東北建設協会 出勤簿外購入

林崎吉克
東北地方整備局能代河川国道事務
所
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

平成17年12月16日 8,455

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2211 （社）東北建設協会 現金出納簿外購入

林崎吉克
東北地方整備局能代河川国道事務
所
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

平成18年2月15日 30,345

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2212 東北電力（株）
共架改造工事費（鷹巣橋～北
秋田市役所）

林崎吉克
東北地方整備局能代河川国道事務
所
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

平成18年3月1日 24,112

代替性がない

その他のもの －

2213 東北電力（株） 物件移転料

林崎吉克
東北地方整備局能代河川国道事務
所
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

平成17年9月8日 4,267,914

代替性がない

その他のもの －
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2214 東北電力（株） 物件移転料

林崎吉克
東北地方整備局能代河川国道事務
所
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

平成17年9月8日 34,385

代替性がない

その他のもの －

2215 東北電力（株） 物件移転料

林崎吉克
東北地方整備局能代河川国道事務
所
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

平成18年1月16日 1,743,830

代替性がない

その他のもの －

2216 東北電力（株） 物件移転料

林崎吉克
東北地方整備局能代河川国道事務
所
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

平成18年1月24日 1,295,622

代替性がない

その他のもの －

2217 東北電力（株） 物件移転料

林崎吉克
東北地方整備局能代河川国道事務
所
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

平成18年2月22日 167,590

代替性がない

その他のもの －

2218 東北電力（株）
共架現場調査（鷹巣橋～北秋
田市役所）

林崎吉克
東北地方整備局能代河川国道事務
所
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

平成18年2月8日 5,040

代替性がない

その他のもの －

2219 東北電力（株） 電柱共架料（大館）

林崎吉克
東北地方整備局能代河川国道事務
所
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

平成17年4月1日 315

代替性がない

その他のもの －

2220 東北電力（株）
電柱共架料（鷹巣出張所管
内）

林崎吉克
東北地方整備局能代河川国道事務
所
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

平成17年4月1日 6,942

代替性がない

その他のもの －

2221 東北電力（株） 電柱共架料（能代）

林崎吉克
東北地方整備局能代河川国道事務
所
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

平成17年4月1日 2,408

代替性がない

その他のもの －

2222 東北電力（株）
電柱共架料（二ツ井出張所管
内）

林崎吉克
東北地方整備局能代河川国道事務
所
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

平成17年4月1日 9,555

代替性がない

その他のもの －

2223 （財）河川情報センター 河川情報提供業務

山内芳朗
東北地方整備局森吉山ダム工事事
務所
秋田県北秋田市米内沢字東川向５

平成17年4月1日 1,077,300

河川等に係る情報提供を行っている専門組織であり、他に本業務を履行できる業者
がいない。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項） その他のもの - (H17年度限り)

2224 （社）東北建設協会 職員録

山内芳朗
東北地方整備局森吉山ダム工事事
務所
秋田県北秋田市米内沢字東川向５

平成17年8月18日 24,650

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2225 （社）東北建設協会 現金出納簿　外

山内芳朗
東北地方整備局森吉山ダム工事事
務所
秋田県北秋田市米内沢字東川向５

平成17年9月13日 60,585

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2226 （社）東北建設協会 乗用自動車利用契約書　外

山内芳朗
東北地方整備局森吉山ダム工事事
務所
秋田県北秋田市米内沢字東川向５

平成17年10月11日 57,785

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2227 （社）東北建設協会
レクレーション・健康診査承認
簿　外

山内芳朗
東北地方整備局森吉山ダム工事事
務所
秋田県北秋田市米内沢字東川向５

平成17年12月6日 7,726

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2228 （社）東北建設協会 封筒　外

山内芳朗
東北地方整備局森吉山ダム工事事
務所
秋田県北秋田市米内沢字東川向５

平成18年3月6日 148,840

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2229 （社）東北建設協会 封筒（角２号）（１０００枚）

菅原信雄
東北地方整備局鳥海ダム調査事務
所
秋田県由利本荘市桜小路３２－８

平成17年7月12日 23,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2230 （社）東北建設協会
封筒（マチ・ヒモ付角２号）（２０
０枚）、封筒（角１号）（１００
枚）

菅原信雄
東北地方整備局鳥海ダム調査事務
所
秋田県由利本荘市桜小路３２－８

平成17年7月19日 26,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの
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2231 （社）東北建設協会

出勤簿（２０枚）、出勤簿表紙
（２組）、休暇簿（病気・特別
用）（１冊）、レクレーション・健
康検査承認簿（２０枚）、建設
機械運転日報（１０冊）

菅原信雄
東北地方整備局鳥海ダム調査事務
所
秋田県由利本荘市桜小路３２－８

平成17年12月9日 6,258

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2232 （社）東北建設協会
前渡資金支払証拠書（治水
紫）（５組）

菅原信雄
東北地方整備局鳥海ダム調査事務
所
秋田県由利本荘市桜小路３２－８

平成18年1月31日 525

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2233 （社）東北建設協会
東北地方整備局職員録（１０
部）

菅原信雄
東北地方整備局鳥海ダム調査事務
所
秋田県由利本荘市桜小路３２－８

平成17年8月9日 8,500

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2234 （財）河川情報センター 河川情報提供業務委託

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年4月1日 3,861,900

河川に関わる全国レーダー情報等を扱っている組織であり、他の組織では保持して
いない情報を得ることができる
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項） その他のもの - (H17年度限り)

2235 （財）日本気象協会
雨量観測所保守点検外業務
委託

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年4月22日 4,662,000

「水文データや雨量観測所に関する知識が豊富」、「不具合発生時の迅速な対応が
可能」、「公正・中立性」
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項） 見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2236 東北電力（株） 物件移転料

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年5月16日 4,890,003

代替性がない

その他のもの －

2237 東北電力（株） 物件移転料

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年6月23日 837,956

代替性がない

その他のもの －

2238 東北電力（株） 物件移転料

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年8月3日 1,038,473

代替性がない

その他のもの －

2239 東北電力（株） 物件移転料

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年8月3日 2,881,565

代替性がない

その他のもの －

2240 東北電力（株） 物件移転料

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年8月10日 185,398

代替性がない

その他のもの －

2241 東北電力（株） 物件移転料

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年8月12日 7,899,771

代替性がない

その他のもの －

2242 東北電力（株） 物件移転料

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年8月23日 997,468

代替性がない

その他のもの －

2243 東北電力（株） 物件移転料

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年9月1日 70,874

代替性がない

その他のもの －

2244 東北電力（株） 物件移転料

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年9月15日 1,304,617

代替性がない

その他のもの －

2245 東北電力（株） 物件移転料

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年9月29日 341,400

代替性がない

その他のもの －

2246 東北電力（株）
新庄営業所共架申込に伴う
共架審査費用

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年11月8日 1,260

代替性がない

その他のもの －

2247 東北電力（株） 物件移転料

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年11月15日 15,393

代替性がない

その他のもの －
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2248 東北電力（株） 物件移転料

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年11月30日 1,093,376

代替性がない

その他のもの －

2249 東北電力（株） 物件移転料

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年12月1日 453,514

代替性がない

その他のもの －

2250 東北電力（株） 物件移転料

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成18年1月11日 13,903

代替性がない

その他のもの －

2251 東北電力（株） 物件移転料

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成18年2月10日 70,046,336

代替性がない

その他のもの －

2252 東北電力（株） 物件移転料

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成18年2月15日 93,974

代替性がない

その他のもの －

2253 東北電力（株） 物件移転料

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成18年3月8日 1,614,826

代替性がない

その他のもの －

2254 東北電力（株） 物件移転料

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成18年3月8日 214,825

代替性がない

その他のもの －

2255 東北電力（株） 共架料

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成18年3月10日 67,778

代替性がない

その他のもの －

2256 東北電力（株）
山形営業所共架申込に伴う
共架審査費用

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成18年3月16日 5,985

代替性がない

その他のもの －

2257 （社）東北建設協会 共通用紙３連式外３点購入

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事務
所
山形県酒田市上安町１丁目２－１

平成17年5月18日 62,970

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2258 （社）東北建設協会 共通用紙３連式外２点購入

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事務
所
山形県酒田市上安町１丁目２－１

平成17年7月1日 79,140

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2259 （社）東北建設協会 東北地方整備局職員録購入

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事務
所
山形県酒田市上安町１丁目２－１

平成17年8月3日 72,250

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2260 （社）東北建設協会 封筒外２点購入

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事務
所
山形県酒田市上安町１丁目２－１

平成17年9月15日 64,250

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2261 （社）東北建設協会 封筒外３点購入

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事務
所
山形県酒田市上安町１丁目２－１

平成17年12月5日 81,800

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2262 （社）東北建設協会 出勤簿外５点購入

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事務
所
山形県酒田市上安町１丁目２－１

平成17年11月30日 32,289

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2263 （社）東北建設協会 封筒外７点購入

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事務
所
山形県酒田市上安町１丁目２－１

平成18年2月22日 190,920

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2264 （財）河川情報センター 河川情報提供業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事務
所
山形県酒田市上安町１丁目２－１

平成17年4月1日 3,861,900

河川等に関わる情報提供している唯一の機関のため
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

その他のもの - (H17年度限り)
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2265 （財）河川情報センター 河川情報提供業務（一式）
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成17年4月1日 6,381,900

河川等に関わる情報提供している唯一の機関のため
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

その他のもの - (H17年度限り)

2266 （社）東北建設協会 封筒購入
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成17年6月20日 45,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2267 （社）東北建設協会 封筒購入
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成17年8月4日 31,800

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2268 （社）東北建設協会 東北地方整備局職員録購入
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成17年8月1日 60,350

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2269 （社）東北建設協会 封筒購入
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成17年10月3日 51,800

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2270 （社）東北建設協会 封筒外購入
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成17年10月31日 18,500

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2271 （社）東北建設協会 出勤簿外購入
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成17年12月5日 11,644

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2272 （社）東北建設協会 封筒購入
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成17年12月27日 28,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2273 （社）東北建設協会 白表紙購入
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成18年1月27日 4,200

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2274 （社）東北建設協会 封筒購入
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成18年2月24日 89,500

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2275 （社）東北建設協会 前渡資金支払証拠書外購入
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成18年3月6日 174,660

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2276 東北電力（株） 物件移転料（一式）
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成17年10月24日 1,108,812

代替性がない

その他のもの －

2277 東北電力（株）
黒渕地内分外８件共架料１７
年度分

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５

平成18年3月15日 50,593

代替性がない

その他のもの －

2278 （社）東北建設協会
長井ダム意見交換会運営業
務

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事務
所
山形県長井市館町北6－6

平成17年6月1日 132,300

専門的知識や豊富な現場経験
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

2279 （社）東北建設協会 降雨体験装置運営等作業

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事務
所
山形県長井市館町北6－6

平成17年6月29日 808,500

専門的知識や豊富な現場経験
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

2280 （社）東北建設協会
長井ダム若手職員研修運営
業務

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事務
所
山形県長井市館町北6－6

平成17年8月30日 514,500

専門的知識や豊富な現場経験
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

2281 （社）東北建設協会
長井ダム水源地域交流会運
営業務

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事務
所
山形県長井市館町北6－6

平成17年10月13日 114,450

専門的知識や豊富な現場経験
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）
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2282 （社）東北建設協会
長井ダム若手職員研修運営
業務（第２回）

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事務
所
山形県長井市館町北6－6

平成18年3月8日 357,000

専門的知識や豊富な現場経験
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

2283 （社）東北建設協会 封筒購入

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事務
所
山形県長井市館町北6－6

平成17年6月16日 32,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2284 （社）東北建設協会 東北地方整備局職員録購入

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事務
所
山形県長井市館町北6－6

平成17年8月3日 38,250

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2285 （社）東北建設協会 はがき外購入

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事務
所
山形県長井市館町北6－6

平成17年10月7日 3,475

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2286 （社）東北建設協会 洋半罫紙購入

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事務
所
山形県長井市館町北6－6

平成17年11月11日 3,260

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2287 （社）東北建設協会 出勤簿外４点購入

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事務
所
山形県長井市館町北6－6

平成17年12月2日 10,327

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2288 （社）東北建設協会 現金出納簿外４点購入

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事務
所
山形県長井市館町北6－6

平成18年2月23日 30,345

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2289 （財）河川情報センター 河川情報提供業務

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事務
所
山形県長井市館町北6－6

平成17年4月1日 1,260,000

代替性のない特定の知識、経験、能力
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

その他のもの - (H17年度限り)

2290 東北電力（株） 物件移転料

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事務
所
山形県長井市館町北6－6

平成18年1月20日 1,654,854

代替性がない

その他のもの －

2291 （社）東北建設協会 共通用紙３連式外９点購入

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事務
所
山形県長井市館町北6－6

平成18年3月14日 129,220

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2292 （社）東北建設協会 給与袋外購入

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年4月22日 15,720

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2293 （社）東北建設協会 共通用紙外購入

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年7月6日 20,935

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2294 （社）東北建設協会 安全旗購入

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年7月15日 2,310

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2295 （社）東北建設協会 徴収簿購入

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年9月5日 20,580

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2296 （社）東北建設協会 出勤簿外購入

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年11月30日 17,880

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2297 （社）東北建設協会 休暇簿外購入

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年1月24日 38,940

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2298 （社）東北建設協会 窓付封筒購入

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年2月17日 16,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの
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2299 （社）東北建設協会 起案用紙外購入

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年2月23日 70,665

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2300 （社）東北建設協会 安全旗購入

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月10日 23,100

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2301 東北電力（株）
福島営業所共架申込に伴う
共架審査費用

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年4月15日 6,615

代替性がない

その他のもの －

2302 東北電力（株）
福島営業所共架申込に伴う
共架審査費用

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年2月27日 1,575

代替性がない

その他のもの －

2303 東北電力（株）
福島営業所共架申込に伴う
共架審査費用

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月3日 2,520

代替性がない

その他のもの －

2304 東北電力（株）
福島営業所共架申込に伴う
共架審査費用

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月27日 2,835

代替性がない

その他のもの －

2305 東北電力（株）
郡山営業所共架申込に伴う
共架審査費用

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月27日 315

代替性がない

その他のもの －

2306 東北電力（株） 共架改造工事費

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月27日 5,240

代替性がない

その他のもの －

2307 東北電力（株） 物件移転に関する契約

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年1月20日 675,088

代替性がない

その他のもの －

2308 東北電力（株） 物件移転に関する契約

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年11月4日 738,047

代替性がない

その他のもの －

2309 東北電力（株） 物件移転に関する契約

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年1月23日 237,077

代替性がない

その他のもの －

2310 東北電力（株） 物件移転に関する契約

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年2月13日 69,542

代替性がない

その他のもの －

2311 東北電力（株） 物件移転に関する契約

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年10月31日 7,229,534

代替性がない

その他のもの －

2312 東北電力（株） 物件移転に関する契約

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年12月9日 1,608,286

代替性がない

その他のもの －

2313 東北電力（株） 物件移転に関する契約

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年2月21日 1,739,196

代替性がない

その他のもの －

2314 東北電力（株） 物件移転に関する契約

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年4月11日 17,437,897

代替性がない

その他のもの －

2315 東北電力（株） 物件移転に関する契約

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年11月4日 738,047

代替性がない

その他のもの －
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2316 東北電力（株） 物件移転に関する契約

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年12月16日 208,568

代替性がない

その他のもの －

2317 東北電力（株） 物件移転に関する契約

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年12月16日 410,932

代替性がない

その他のもの －

2318 東北電力（株） 土地売買に関する契約

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事務
所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月20日 260,000

代替性がない

その他のもの －

2319 （社）東北建設協会 徴収整理簿購入

木内良春
東北地方整備局摺上川ダム工事事
務所
福島市飯坂町平野字大前田１－４

平成17年5月11日 9,240

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2320 （社）東北建設協会 建設機械運転日報購入

木内良春
東北地方整備局摺上川ダム工事事
務所
福島市飯坂町平野字大前田１－４

平成17年7月8日 1,680

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2321 （社）東北建設協会 封筒購入

木内良春
東北地方整備局摺上川ダム工事事
務所
福島市飯坂町平野字大前田１－４

平成17年7月27日 14,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2322 （社）東北建設協会
冊子（東北地方整備局職員
録）

木内良春
東北地方整備局摺上川ダム工事事
務所
福島市飯坂町平野字大前田１－４

平成17年8月8日 14,450

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2323 （社）東北建設協会
冊子（東北地方整備局職員
録）

木内良春
東北地方整備局摺上川ダム工事事
務所
福島市飯坂町平野字大前田１－４

平成17年10月7日 4,250

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2324 （社）東北建設協会 封筒購入

木内良春
東北地方整備局摺上川ダム工事事
務所
福島市飯坂町平野字大前田１－４

平成17年10月7日 22,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2325 （社）東北建設協会 出勤簿外購入

木内良春
東北地方整備局摺上川ダム工事事
務所
福島市飯坂町平野字大前田１－４

平成17年12月5日 1,536

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2326 （社）東北建設協会 封筒購入

木内良春
東北地方整備局摺上川ダム工事事
務所
福島市飯坂町平野字大前田１－４

平成18年2月13日 14,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2327 （社）東北建設協会 物品標示標購入

木内良春
東北地方整備局摺上川ダム工事事
務所
福島市飯坂町平野字大前田１－４

平成18年2月17日 30,240

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2328 東北電力（株）
福島営業所共架審査費用（飯
坂幹線１９）

木内良春
東北地方整備局摺上川ダム工事事
務所
福島市飯坂町平野字大前田１－４

平成18年1月6日 315

代替性がない

その他のもの －

2329 東北電力（株）
福島営業所共架審査費用（大
鳥線１５－Ａ）

木内良春
東北地方整備局摺上川ダム工事事
務所
福島市飯坂町平野字大前田１－４

平成18年1月11日 315

代替性がない

その他のもの －

2330 東北電力（株）
福島営業所共架審査費用（飯
坂幹線２２～２３）

木内良春
東北地方整備局摺上川ダム工事事
務所
福島市飯坂町平野字大前田１－４

平成18年1月11日 630

代替性がない

その他のもの －

2331 東北電力（株）
共架改造工事費（飯坂幹線２
２～２３）

木内良春
東北地方整備局摺上川ダム工事事
務所
福島市飯坂町平野字大前田１－４

平成18年2月3日 9,808

代替性がない

その他のもの －

2332 東北電力（株）
共架改造工事費（大鳥線１５
－Ａ）

木内良春
東北地方整備局摺上川ダム工事事
務所
福島市飯坂町平野字大前田１－４

平成18年2月3日 4,903

代替性がない

その他のもの －
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2333 東北電力（株）
共架改造工事費（飯坂幹線１
９）

木内良春
東北地方整備局摺上川ダム工事事
務所
福島市飯坂町平野字大前田１－４

平成18年2月13日 50,453

代替性がない

その他のもの －

2334 東北電力（株） 物件移転料

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成17年7月19日 342,171

代替性がない

その他のもの －

2335 （社）東北建設協会
東北地方整備局職員録（平成
１７年版）購入

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成17年8月29日 56,100

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2336 （社）東北建設協会 封筒購入

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成17年11月11日 49,800

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2337 （社）東北建設協会 用紙（出勤簿外５点）購入

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成17年12月16日 17,968

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2338 東北電力（株） 物件移転料

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成17年12月19日 1,831,911

代替性がない

その他のもの －

2339 （社）東北建設協会 窓付封筒外１点購入

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成18年1月6日 31,700

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2340 東北電力（株） 物件移転料

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成18年1月20日 5,445,388

代替性がない

その他のもの －

2341 東北電力（株） 物件移転料

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成18年2月10日 9,300,267

代替性がない

その他のもの －

2342 東北電力（株） 物件移転料

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成18年2月23日 1,280,593

代替性がない

その他のもの －

2343 東北電力（株） 物件移転料

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成18年2月28日 1,058,151

代替性がない

その他のもの －

2344 東北電力（株） 物件移転料

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成18年3月1日 1,172,246

代替性がない

その他のもの －

2345 （社）東北建設協会 封筒購入

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成18年3月3日 131,900

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2346 東北電力（株） 物件移転料

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成18年3月27日 10,260,792

代替性がない

その他のもの －

2347 （社）東北建設協会 降雨体験装置運営業務
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年11月18日 964,950

専門的知識や豊富な経験
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとし
たもの（18年度から一般競争入札
等に移行）

2348 （社）東北建設協会 封筒購入
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年6月10日 21,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2349 （社）東北建設協会 封筒購入
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年6月16日 8,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの
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2350 （社）東北建設協会 罫紙購入
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年7月6日 6,520

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2351 （社）東北建設協会 前渡資金支払証拠書購入
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年7月21日 10,500

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2352 （社）東北建設協会 封筒購入
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年7月28日 35,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2353 （社）東北建設協会
図書購入「東北地方整備局職
員録」

田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年9月2日 42,500

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2354 （社）東北建設協会 封筒外購入
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年9月9日 64,240

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2355 （社）東北建設協会 封筒外購入
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年10月7日 19,550

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2356 （社）東北建設協会 封筒購入
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年10月18日 66,200

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2357 （社）東北建設協会 封筒購入
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年12月12日 35,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2358 （社）東北建設協会 出勤簿外購入
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年12月22日 22,998

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2359 （社）東北建設協会 封筒購入
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成18年2月3日 15,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2360 東北電力（株） 物件移転料
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年3月31日 5,971,337

代替性がない

その他のもの －

2361 東北電力（株） 物件移転料
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年6月28日 516,546

代替性がない

その他のもの －

2362 東北電力（株） 物件移転料
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年8月10日 899,988

代替性がない

その他のもの －

2363 東北電力（株） 物件移転料
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年9月2日 214,519

代替性がない

その他のもの －

2364 東北電力（株） 物件移転料
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年11月1日 1,360,576

代替性がない

その他のもの －

2365 東北電力（株） 物件移転料
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年11月7日 725,667

代替性がない

その他のもの －

2366 東北電力（株） 物件移転料
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成17年11月9日 1,661,180

代替性がない

その他のもの －
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2367 東北電力（株） 物件移転料
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成18年1月13日 191,767

代替性がない

その他のもの －

2368 東北電力（株） 物件移転料
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成18年1月12日 292,382

代替性がない

その他のもの －

2369 東北電力（株） 物件移転料
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成18年1月23日 4,240,388

代替性がない

その他のもの －

2370 東北電力（株） 物件移転料
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成18年3月8日 82,736

代替性がない

その他のもの －

2371 東北電力（株） 物件移転料
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町８－１

平成18年3月16日 1,664,261

代替性がない

その他のもの －

2372 （社）東北建設協会 封筒外代

石黒正
東北地方整備局北上川ダム統合管
理事務所
岩手県盛岡市下厨川字四十四田1

平成17年4月19日 23,785

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2373 （社）東北建設協会 安全旗代

齋藤富男
東北地方整備局北上川ダム統合管
理事務所
岩手県盛岡市下厨川字四十四田1

平成17年6月22日 24,675

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2374 （社）東北建設協会 現金出納簿外代

齋藤富男
東北地方整備局北上川ダム統合管
理事務所
岩手県盛岡市下厨川字四十四田1

平成17年7月25日 49,370

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2375 （社）東北建設協会 封筒外代

田中正人
東北地方整備局北上川ダム統合管
理事務所
岩手県盛岡市下厨川字四十四田1

平成17年12月6日 38,975

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2376 （社）東北建設協会 出勤簿外代

田中正人
東北地方整備局北上川ダム統合管
理事務所
岩手県盛岡市下厨川字四十四田1

平成17年12月15日 10,556

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2377 （社）東北建設協会 封筒代

田中正人
東北地方整備局北上川ダム統合管
理事務所
岩手県盛岡市下厨川字四十四田1

平成18年1月19日 84,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2378 （社）東北建設協会 契約書代

田中正人
東北地方整備局北上川ダム統合管
理事務所
岩手県盛岡市下厨川字四十四田1

平成18年2月27日 2,784

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2379 （財）日本気象協会
降雨予測解析資料及び気象
情報提供業務

石黒正
東北地方整備局北上川ダム統合管
理事務所
岩手県盛岡市下厨川字四十四田1

平成17年4月1日 12,180,000

高い技術力、豊富な実績、現地に精通
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2380 （財）日本気象協会 降雨予測解析業務　１式

菅野春雄
東北地方整備局 上川ダム統合管
理事務所
山形県西村山郡西川町大字砂子関
158

平成17年6月7日 1,260,000

高度な専門知識及び緊急時の早急な対応
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2381 （財）河川情報センター 河川情報提供業務　１式

菅野春雄
東北地方整備局 上川ダム統合管
理事務所
山形県西村山郡西川町大字砂子関
158

平成17年4月1日 1,260,000

水位、雨量等の情報を提供している唯一の機関
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

その他のもの - (H17年度限り)

2382 （社）東北建設協会
図書（東北地方整備局職員
録）購入　２１冊

菅野春雄
東北地方整備局 上川ダム統合管
理事務所
山形県西村山郡西川町大字砂子関
158

平成17年8月19日 17,850

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2383 （社）東北建設協会
共通用紙3連式外購入
共通用紙（納告・納付・国庫送
金）１束、白表紙５０枚　等

菅野春雄
東北地方整備局 上川ダム統合管
理事務所
山形県西村山郡西川町大字砂子関
158

平成17年12月2日 16,906

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの
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2384 （社）東北建設協会
前渡資金支払証拠書　100組
旅行命令・依頼簿　3冊

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢2
番地

平成17年5月25日 12,075

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2385 （社）東北建設協会

起案文書　30冊
建設機械運転日報　10冊
後納郵便差出票　10冊
国庫金振込通知書　1束

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢2
番地

平成17年7月15日 26,355

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2386 （社）東北建設協会
図書（東北地方整備局職員
録）　8冊

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢2
番地

平成17年8月4日 6,800

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2387 （社）東北建設協会

休暇簿（年次用）　1冊
休暇簿（病気・特別）　1冊
出勤簿（表紙）　1組
出勤簿　20枚

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢2
番地

平成17年12月1日 1,371

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2388 東北電力（株）
弘前営業所共架申込に伴う
共架審査費用

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢2
番地

平成17年8月9日 6,615

代替性がない

その他のもの －

2389 東北電力（株）
弘前営業所共架申込に伴う
共架審査費用

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢2
番地

平成17年8月11日 8,820

代替性がない

その他のもの －

2390 東北電力（株）
弘前営業所共架申込に伴う
共架審査費用

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢2
番地

平成17年8月11日 5,355

代替性がない

その他のもの －

2391 東北電力（株）
弘前営業所共架申込に伴う
共架審査費用

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢2
番地

平成17年8月24日 5,040

代替性がない

その他のもの －

2392 東北電力（株）
弘前営業所共架申込に伴う
共架審査費用

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢2
番地

平成17年9月20日 1,260

代替性がない

その他のもの －

2393 東北電力（株）
弘前営業所共架申込に伴う
共架審査費用

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢2
番地

平成17年9月20日 7,875

代替性がない

その他のもの －

2394 東北電力（株）
弘前営業所共架申込に伴う
共架審査費用

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢2
番地

平成17年9月20日 9,450

代替性がない

その他のもの －

2395 東北電力（株）
弘前営業所共架申込に伴う
共架審査費用

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢2
番地

平成17年10月20日 2,520

代替性がない

その他のもの －

2396 東北電力（株） 共架改造工事費

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢2
番地

平成17年10月28日 24,920

代替性がない

その他のもの －

2397 東北電力（株）
弘前営業所共架申込に伴う
共架審査費用

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢2
番地

平成17年11月7日 8,190

代替性がない

その他のもの －

2398 東北電力（株） 共架改造工事費

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢2
番地

平成17年12月2日 10,250

代替性がない

その他のもの －

2399 東北電力（株） 共架改造工事費

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢2
番地

平成17年12月2日 9,807

代替性がない

その他のもの －

2400 東北電力（株） 共架改造工事費

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢2
番地

平成17年12月2日 528,287

代替性がない

その他のもの －
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2401 東北電力（株） 共架改造工事費

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢2
番地

平成18年1月11日 4,903

代替性がない

その他のもの －

2402 東北電力（株） 共架改造工事費

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢2
番地

平成18年1月11日 9,808

代替性がない

その他のもの －

2403 東北電力（株） 共架改造工事費

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢2
番地

平成18年1月25日 8,704

代替性がない

その他のもの －

2404 東北電力（株） 共架改造工事費

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢2
番地

平成18年2月20日 101,295

代替性がない

その他のもの －

2405 東北電力（株）
弘前営業所共架申込に伴う
共架審査費用

黒川正信
東北地方整備局浅瀬石川ダム管理
所
青森県黒石市大字板留字杉の沢2
番地

平成18年3月6日 945

代替性がない

その他のもの －

2406 （社）東北建設協会 現金出納簿購入
佐々木充
東北地方整備局鳴子ダム管理所
宮城県玉造郡鳴子町字岩渕２－８

平成17年5月23日 9,870

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2407 （社）東北建設協会 東北地方整備局職員録購入
佐々木充
東北地方整備局鳴子ダム管理所
宮城県玉造郡鳴子町字岩渕２－８

平成17年7月29日 8,500

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2408 （社）東北建設協会 物品標示票外２点購入
佐々木充
東北地方整備局鳴子ダム管理所
宮城県玉造郡鳴子町字岩渕２－８

平成17年10月21日 18,130

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2409 （社）東北建設協会 出勤簿外２点購入
佐々木充
東北地方整備局鳴子ダム管理所
宮城県玉造郡鳴子町字岩渕２－８

平成17年12月1日 2,578

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2410 （社）東北建設協会 封筒（予定価格用）購入
佐々木充
東北地方整備局鳴子ダム管理所
宮城県玉造郡鳴子町字岩渕２－８

平成18年2月10日 2,300

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2411 （社）東北建設協会 東北地方整備局職員録購入

坂本良三
東北地方整備局釜房ダム管理所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字大
平山10-6

平成17年8月3日 3,400

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2412 （社）東北建設協会 前渡資金支払証拠書購入

坂本良三
東北地方整備局釜房ダム管理所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字大
平山10-6

平成17年9月16日 5,250

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2413 （社）東北建設協会
国庫金振込通知書（ハガキ）
購入

坂本良三
東北地方整備局釜房ダム管理所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字大
平山10-6

平成17年10月17日 5,250

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2414 （社）東北建設協会 出勤簿外購入

坂本良三
東北地方整備局釜房ダム管理所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字大
平山10-6

平成17年12月8日 2,423

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2415 （社）東北建設協会 東北地方整備局職員録購入

白浜浩
東北地方整備局七ヶ宿ダム管理所
宮城県刈田郡七ヶ宿町字切通５２－
４０

平成17年8月3日 3,400

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2416 （社）東北建設協会 封筒購入

白浜浩
東北地方整備局七ヶ宿ダム管理所
宮城県刈田郡七ヶ宿町字切通５２－
４０

平成17年9月12日 79,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2417 （社）東北建設協会 出勤簿外１点購入

白浜浩
東北地方整備局七ヶ宿ダム管理所
宮城県刈田郡七ヶ宿町字切通５２－
４０

平成17年11月30日 608

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの
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2418 （社）東北建設協会 現金出納簿外２点購入

白浜浩
東北地方整備局七ヶ宿ダム管理所
宮城県刈田郡七ヶ宿町字切通５２－
４０

平成18年3月7日 20,160

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2419 （財）日本気象協会
七ヶ宿ダム気象情報提供業
務

白浜浩
東北地方整備局七ヶ宿ダム管理所
宮城県刈田郡七ヶ宿町字切通５２－
４０

平成17年4月12日 2,835,000

独自の「ダム管理支援システム」を開発・保有　気象状況に精通している人材を保有
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2420 （社）東北建設協会
東北地方整備局職員録購入
１４部

鈴木幹夫
東北地方整備局玉川ダム管理所
秋田県仙北市田沢湖玉川字下水無
９２

平成17年7月29日 11,900

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2421 （社）東北建設協会
出勤簿外購入（出勤簿３０枚、
休暇簿１冊、休暇（特別）簿１
冊、レク簿２０枚

鈴木幹夫
東北地方整備局玉川ダム管理所
秋田県仙北市田沢湖玉川字下水無
９２

平成17年11月7日 2,796

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2422 （社）東北建設協会

共通用紙購入　共通用紙１
束、国庫金振込ハガキ１束、
共通用紙黄色１束、前途資金
支払証拠書３０組

鈴木幹夫
東北地方整備局玉川ダム管理所
秋田県仙北市田沢湖玉川字下水無
９２

平成18年1月13日 14,070

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2423 （財）日本気象協会
月山ダム流域降雨予測提供
業務

佐藤努
東北地方整備局月山ダム管理所
山形県鶴岡市上名川字東山８－１１
２

平成17年4月1日 2,688,000

ダム流域の降雨状況等を予測解析できる高度な専門的知識
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計法第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2424 （社）東北建設協会 職員録購入

佐藤努
東北地方整備局月山ダム管理所
山形県鶴岡市上名川字東山８－１１
２

平成17年9月1日 3,400

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2425 （社）東北建設協会 封筒外２点購入

佐藤努
東北地方整備局月山ダム管理所
山形県鶴岡市上名川字東山８－１１
２

平成17年8月15日 19,100

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2426 （社）東北建設協会 封筒購入

佐藤努
東北地方整備局月山ダム管理所
山形県鶴岡市上名川字東山８－１１
２

平成17年11月8日 67,700

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2427 （社）東北建設協会 出勤簿外２点購入

佐藤努
東北地方整備局月山ダム管理所
山形県鶴岡市上名川字東山８－１１
２

平成17年12月12日 1,056

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2428 （社）東北建設協会 封筒外購入

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県三春町大字西方字中ノ内４０
３－４

平成17年5月16日 26,625

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2429 （社）東北建設協会 共通用紙外購入

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県三春町大字西方字中ノ内４０
３－４

平成17年6月13日 8,820

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2430 （社）東北建設協会 東北地方整備局職員録購入

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県三春町大字西方字中ノ内４０
３－４

平成17年7月29日 4,250

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2431 （社）東北建設協会 出勤簿外購入

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県三春町大字西方字中ノ内４０
３－４

平成17年12月12日 5,913

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2432 （社）東北建設協会 封筒外購入

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県三春町大字西方字中ノ内４０
３－４

平成18年3月10日 172,537

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2433 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
森田義則
東北地方整備局東北技術事務所長
宮城県多賀城市桜木３－６－１

平成17年4月1日 1,260,000

災害対策用機械の出動要請に備え、２４時間体制での河川情報受信必要
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

その他のもの - (H17年度限り)

2434 （社）日本建設機械化協会
排水ポンプ車による内水排除
作業講習会運営業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所長
宮城県多賀城市桜木３－６－１

平成17年4月18日 12,915,000
災害対策用機械運転の運転、機能に関する高度な知識と豊富な経験
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項） 見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するた
めの準備に時間を要するもの
（企画競争を実施）

公募手続きを導入
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2435 （社）東北建設協会 休暇簿外1点購入
森田義則
東北地方整備局東北技術事務所長
宮城県多賀城市桜木３－６－１

平成17年5月27日 2,764

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2436 （社）東北建設協会 起案文書外４点購入
森田義則
東北地方整備局東北技術事務所長
宮城県多賀城市桜木３－６－１

平成17年8月10日 124,200

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2437 （社）東北建設協会 東北地方整備局職員録購入
森田義則
東北地方整備局東北技術事務所長
宮城県多賀城市桜木３－６－１

平成17年8月23日 41,650

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2438 （社）東北建設協会 共通用紙外２点購入
森田義則
東北地方整備局東北技術事務所長
宮城県多賀城市桜木３－６－１

平成17年10月7日 7,408

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2439 （社）東北建設協会 出勤簿外２点購入
森田義則
東北地方整備局東北技術事務所長
宮城県多賀城市桜木３－６－１

平成17年11月18日 8,325

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2440 （社）東北建設協会 封筒外９点購入
森田義則
東北地方整備局東北技術事務所長
宮城県多賀城市桜木３－６－１

平成18年1月18日 90,190

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2441 （社）東北建設協会 後納郵便差出票購入
森田義則
東北地方整備局東北技術事務所長
宮城県多賀城市桜木３－６－１

平成18年3月1日 2,310

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2442 （社）東北建設協会 徴収整理簿外１点購入

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成17年7月13日 19,320

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2443 （社）東北建設協会
図書（東北地方整備局職員
録）購入

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成17年8月18日 3,400

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2444 （社）東北建設協会 出勤簿外５点購入

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成17年12月2日 8,676

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2445 （財）公園緑地管理財団 ガス代（４月分）

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成17年5月2日 7,501

－

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの
（18年度から直ちに一般競争入
札等に移行）

2446 （財）公園緑地管理財団 灯油代（４月分）

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成17年5月16日 35,343

－

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの
（18年度から直ちに一般競争入
札等に移行）

2447 （財）公園緑地管理財団 飲料水購入

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成17年5月19日 2,240

－

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの
（18年度から直ちに一般競争入
札等に移行）

2448 （財）公園緑地管理財団 ガス代（５月分）

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成17年6月1日 4,914

－

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの
（18年度から直ちに一般競争入
札等に移行）

2449 （財）公園緑地管理財団 灯油代（５月分）

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成17年6月6日 45,785

－

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの
（18年度から直ちに一般競争入
札等に移行）

2450 （財）公園緑地管理財団 ガス代（６月分）

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成17年7月1日 7,356

－

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの
（18年度から直ちに一般競争入
札等に移行）
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2451 （財）公園緑地管理財団 ガス代（７月分）

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成17年8月2日 4,849

－

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの
（18年度から直ちに一般競争入
札等に移行）

2452 （財）公園緑地管理財団 灯油代（７月分）

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成17年8月12日 70,623

－

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの
（18年度から直ちに一般競争入
札等に移行）

2453 （財）公園緑地管理財団 ガス代（８月分）

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成17年9月2日 4,507

－

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの
（18年度から直ちに一般競争入
札等に移行）

2454 （財）公園緑地管理財団 灯油代（８月分）

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成17年9月14日 121,854

－

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの
（18年度から直ちに一般競争入
札等に移行）

2455 （財）公園緑地管理財団 ガス代（９月分）

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成17年10月3日 3,808

－

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの
（18年度から直ちに一般競争入
札等に移行）

2456 （財）公園緑地管理財団 灯油代（９月分）

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成17年10月7日 43,105

－

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの
（18年度から直ちに一般競争入
札等に移行）

2457 （財）公園緑地管理財団 ガス代（１０月分）

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成17年10月26日 7,306

－

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの
（18年度から直ちに一般競争入
札等に移行）

2458 （財）公園緑地管理財団 弁当購入

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成17年11月24日 18,000

－

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの
（18年度から直ちに一般競争入
札等に移行）

2459 （財）公園緑地管理財団 ガス代（１１月分）

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成17年12月2日 8,332

－

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの
（18年度から直ちに一般競争入
札等に移行）

2460 （財）公園緑地管理財団 灯油代（１１月分）

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成17年12月14日 122,351

－

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの
（18年度から直ちに一般競争入
札等に移行）

2461 （財）公園緑地管理財団 ガス代（１２月分）

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成18年1月4日 6,200

－

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの
（18年度から直ちに一般競争入
札等に移行）

2462 （財）公園緑地管理財団 灯油代（１２月分）

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成18年1月18日 155,866

－

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの
（18年度から直ちに一般競争入
札等に移行）

2463 （財）公園緑地管理財団 ガス代（１月分）

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成18年1月25日 7,208

－

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの
（18年度から直ちに一般競争入
札等に移行）

2464 （財）公園緑地管理財団 灯油代（１月分）

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成18年2月10日 225,855

－

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの
（18年度から直ちに一般競争入
札等に移行）

2465 （財）公園緑地管理財団 ガス代（２月分）

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成18年3月1日 9,063

－

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの
（18年度から直ちに一般競争入
札等に移行）
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2466 （財）公園緑地管理財団 灯油代（２月分）

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成18年3月10日 213,018

－

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの
（18年度から直ちに一般競争入
札等に移行）

2467 （社）東北建設協会 名刺台紙購入　１０箱
高橋勝吉
東北地方整備局青森営繕事務所
青森市新町二丁目４－２５

平成18年1月25日 3,500

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2468 （社）東北建設協会 出勤簿外２点購入
高橋勝吉
東北地方整備局青森営繕事務所
青森市新町二丁目４－２５

平成17年12月13日 1,003

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2469 （社）東北建設協会
図書（東北地方整備局職員
録）購入　７部

高橋勝吉
東北地方整備局青森営繕事務所
青森市新町二丁目４－２５

平成17年8月2日 5,950

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2470 （社）東北建設協会 前渡資金支払証拠書購入
船木寮一
東北地方整備局秋田営繕事務所
秋田市山王７－１－４

平成17年8月1日 5,250

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2471 （社）東北建設協会
東北地方整備局職員録購入
6部

船木寮一
東北地方整備局秋田営繕事務所
秋田市山王７－１－４

平成17年8月3日 5,100

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2472 （社）東北建設協会 出勤簿外２点購入
船木寮一
東北地方整備局秋田営繕事務所
秋田市山王７－１－４

平成17年12月5日 1,003

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2473 （社）東北建設協会 現金出納簿外１０点購入
船木寮一
東北地方整備局秋田営繕事務所
秋田市山王７－１－４

平成18年3月8日 150,330

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2474 （社）東北建設協会 出勤簿外購入

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年12月1日 79,300

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2475 （社）東北建設協会 窓付封筒外購入

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年7月1日 95,000

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2476 （社）東北建設協会 東北地方整備局職員録購入

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年7月25日 116,450

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2477 （社）東北建設協会 封筒外購入

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年5月10日 94,470

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2478 （社）東北建設協会 封筒外購入

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年7月26日 79,800

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2479 （社）東北建設協会 封筒外購入

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年8月31日 98,460

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2480 （社）東北建設協会 封筒外購入

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成18年1月13日 96,650

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2481 （社）東北建設協会 封筒購入

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成17年10月13日 93,200

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2482 （社）東北建設協会 封筒購入

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成18年1月31日 86,600

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの
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2483 （社）東北建設協会 封筒購入

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成18年2月15日 93,800

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2484 （社）東北建設協会 物品表示票外購入

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成18年3月6日 91,350

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2485 （社）東北建設協会 封筒外購入

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成18年3月10日 955,865

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2486 （社）東北建設協会 共通用紙外購入

高村裕平
東北地方整備局山形河川国道事務
所
山形県山形市成沢西４－３－５５

平成18年3月22日 459,534

－

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2487 （財）日本気象協会
道路情報通知システム運営
業務

杉﨑光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈部内
２８－１

平成17年4月1日 4,188,450

業務の履行にあたってはメール配信に重要となるメール希望者（ユーザー登録）リス
トの取り扱い、及び事務所の情報通信システムとの連携が必要なことから、これらに
ついて十分理解している必要がある。
財団法人日本気象協会は、平成１６年度から郡山国道事務所においてシステムの
構築、運営を行っており、既に稼働しているシステムにより運営することができる。
また、道路情報と併せメール配信する気象情報等は、財団法人日本気象協会から
のみ配信されており、今般のメール配信システムにとって重要なコンテンツとなり、
メール配信のユーザーにとっても有益な情報である。その気象情報は、気象協会が
構築管理しているＭＩＣＯＳ情報のネットワークを流用することができる。
上記理由から本業務に必要な情報及びネットワーク資本を有している唯一の法人と
して他に競合できるものはない。
よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき、財
団法人日本気象協会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

2488 （財）公園緑地管理財団 ガス代（３月分）

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成18年3月31日 6,900

－

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの
（18年度から直ちに一般競争入
札等に移行）

2489 （財）公園緑地管理財団 灯油代（３月分）

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜の
湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字二
本松53-9

平成18年3月31日 162,421

－

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの
（18年度から直ちに一般競争入
札等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
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2490 （財）建設業技術者センター 企業情報提供業務
門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年04月01日 3,150,000

　　 本業務は、（財）建設業技術者センターが構築した監理技術者資格者証・建設業許
可・経営事項審査等の企業情報サービスの提供を受けることが目的であり、提供された
経営事項審査結果、建設業許可・経審期限切れ等の情報を当整備局で運用する入札契
約手続支援システムに取り込み、 新の業者情報として契約手続業務に使用するもので
ある。
　上記法人は、この情報サービスの構築、管理及び情報提供を行っている唯一の機関で
であり、上記法人と随意契約をするものである。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2491 （社）関東建設弘済会
職員独身寮の管理・厚生福祉業
務委託

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年04月01日 7,560,000

　本業務の履行にあたっては、職員の健康管理に配慮するとともに、職員とのコミュニ
ケーションは基よりプライバシーに触れる機会も多く、また、国の施設であり、本局から離
れている場所に設置していることから近隣住民、来客者に対する対応も国の職員と同等
に行わなければならない。
上記法人は、建設事業の円滑な推進を図ることにより、地域社会及び国土の健全な発展
に寄与することを目的として設立された団体であり、福利厚生に関する事業を行うことを
目的の１つとしている。また、上記法人は、昭和４０年代の当初から当該業務に携わって
おり、職員の健康管理、応客対応に関する教育・研修に努めてこの業務の目的と意義を
十分理解している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上のように、本業務を
遂行するために必要な信頼と実績を有しきめ細やかな対応のとれる体制を整えている唯
一の法人であることから、随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項及
び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2492 （社）関東建設弘済会 平成１７年度文書閲覧窓口業務
門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年04月01日 27,195,000

　本業務は膨大多岐にわたる閲覧情報の迅速な整理、適正な管理及び閲覧窓口等の整
備を行うものである。具体的には、文書閲覧に関する総合案内及び地下１階文書庫内の
保存文書の管理等、建設業法他各業法等に基づく閲覧窓口対応、入契法に基づく情報
公開のための閲覧窓口対応、資格審査申請に対する受付と契約関係データ作成である。
本業務の遂行にあたっては、関東地方整備局の文書管理及びその取り扱いに熟知して
いること、また窓口業務を行ううえで広く行政的視野に立った対応ができることが必要であ
る。さらにこの情報には、本局が地下書庫で保存しているすべての行政文書、関東地方
整備局が所管する各許可等業者に関する情報、関東地方整備局に登録された有資格業
者に関する情報並びに契約関係情報が含まれており、これらの情報についての機密の保
持が確保できることが必要である。
 よって、国土交通行政に精通した人材を有すること、かつ、過去の業務実績及び業務遂
行の誠実性を勘案する必要がある。
上記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与することを目的に設
立された公益法人であり、本業務実施に必要な行政事務に関する豊富な経験と専門知
識を有する優れた職員を多数擁しており、また、過去においても同様な業務を多数実施し
ており、本業務の目的の達成において、万全を期すことができる法人である上記法人と随
意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2493 （社）関東建設弘済会
平成１７年度一級建築士免許登
録等業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年05月09日 4,095,000

　本業務は一級建築士免許登録に関する業務及び建築基準適合判定資格者登録に関
する業務を行うものである。具体的には、これらの免許に関する新規申請書、再交付申請
書、取消申請書、事項変更届け等の受付を行い、審査後にこれらのデータを専用システ
ムに入力し、免許証等の必要帳票類を出力するとともに、発送等を実施するものである。
　本業務の遂行にあたっては、関東地方整備局における行政事務を熟知していることが
必要である。さらに登録等に必要な情報は、重要な個人情報を多く含んでおり、これらの
情報についての機密の保持が確保できることが必要である。
　よって、国土交通行政事務に精通した人材を有すること、かつ業務遂行の誠実性を勘
案する必要がある。
　上記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与することを目的に
設立された公益法人であり、本業務に必要な行政事務に関する豊富な経験を有してお
り、また、機密の保持に関しても過去の多数の業務実績から大きな信頼性を有しており、
上記法人が、本業務を適正に実施できる唯一の法人であるため、上記法人と随意契約を
行うものである。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2494 （社）建設広報協議会 国土交通省職員録７２１冊　購入
門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年12月13日 2,271,150

販売元
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

2495 東京電力（株）
電気料（４月分）さいたま新都心
合同庁舎２号館

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年05月18日 6,115,315

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2496 東京電力（株）
電気料（５月分）さいたま新都心
合同庁舎２号館

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年06月14日 6,012,696

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)
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2497 東京電力（株）
電気料（６月分）さいたま新都心
合同庁舎２号館

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年07月14日 6,585,635

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2498 東京電力（株）
電気料（７月分）さいたま新都心
合同庁舎２号館

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年08月10日 6,875,876

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2499 東京電力（株）
電気料（８月分）さいたま新都心
合同庁舎２号館

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年09月15日 7,195,198

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2500 東京電力（株）
電気料（９月分）さいたま新都心
合同庁舎２号館

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年10月17日 6,737,018

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2501 東京電力（株）
電気料（１０月分）さいたま新都
心合同庁舎２号館

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年11月14日 6,412,134

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2502 東京電力（株）
電気料（１１月分）さいたま新都
心合同庁舎２号館

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年12月09日 6,222,576

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2503 東京電力（株）
電気料（１２月分）さいたま新都
心合同庁舎２号館

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2006年01月23日 6,199,164

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2504 東京電力（株）
電気料（１月分）さいたま新都心
合同庁舎２号館

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2006年02月13日 6,337,911

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2505 （財）河川環境管理財団
平成１７年度流域水環境管理検
討業務

門松 武　　埼玉県さいたま市中央区新都
心２－１、菊池 静夫　　北海道札幌市北
区北８条西２、森永 教夫　　宮城県仙台
市青葉区二日町９－１５、柳川 城二
新潟県新潟市白山浦１－４２５－２、大村
哲夫　　愛知県名古屋市中区三の丸２－
５－１、藤本 貴也　　大阪府大阪市中央
区大手前１ー５－４４、甲村 謙友　　広島
県広島市中区上八丁堀６－３０、島田 明
夫　　香川県高松市福岡町４－２６－３
２、宮田 年耕　　福岡県福岡市博多区博
多駅東２－１０－７

2005年12月01日 16,800,000

本業務は、河川・湖沼の水質など水環境に関する情報管理手法を検討するための業務で
あり、判断の中立性・公平性が特に求められるものである。また、情報管理手法の検証の
ためには当財団がこれまでの研究の継続の中で蓄積してきた当財団のみが所有する全
国約1000地点以上の測定データによる「全国一級河川水質データベース」の活用が必
要。さらに、本業務の実施に当たっては、水環境改善に関する豊富な知見、高度な技術、
検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専門の学識者、専門家からの広
範な情報収集能力を有することが必要。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財
団のみである。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項） 見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2506 （財）河川情報センター
地震災害危機管理演習支援業
務

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年05月16日 11,130,000

自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理を行えるようにするために
は、シナリオのない状況の中で臨機の判断等の対処能力を向上させるための訓練が不
可欠である。ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプレーヤーに分
かれ、コントローラーから付与される状況に応じてシナリオを知らされていないプレーヤー
がその場で判断し行動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法であ
る。当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について著作権を有している。ま
た、災害対応について、経験と代替性のない特定の知識等を有する演習実施組織を擁す
る唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの

①一般競争入札等に移行するた
めの準備に時間を要するもの
（５，５４７，０００円、平成１９年度
以降一部一般競争入札に以降）
②ー随意契約によらざるを得な
いもの（5,583,000円）

2507 （財）河川情報センター 地震危機管理訓練検討業務
門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年12月14日 9,450,000

自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理を行えるようにするために
は、シナリオのない状況の中で臨機の判断等の対処能力を向上させるための訓練が不
可欠である。ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプレーヤーに分
かれ、コントローラーから付与される状況に応じてシナリオを知らされていないプレーヤー
がその場で判断し行動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法であ
る。当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について著作権を有している。ま
た、災害対応について、経験と代替性のない特定の知識等を有する演習実施組織を擁す
る唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの

①一般競争入札等に移行するた
めの準備に時間を要するもの
（4,710,000円、平成１９年度以降
一部一般競争入札に以降）
②ー（随意契約によらざるを得な
いもの）（4,740,000）

2508 （財）経済調査会
平成１７年度「積算資料」材料単
価購入

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年04月22日 4,777,500

「積算資料及び材料単価データベース」を発行・作成している唯一の機関である。
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予決令第102条の4第3号

その他のもの －
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2509 （財）経済調査会
「平成１７年度版設計業務等標準
積算基準書」１１５０冊購入

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年04月28日 2,777,250

「積算資料及び材料単価データベース」を発行・作成している唯一の機関である。
適用法令；会計法　第２９条の３第４項・予算決算及び会計令　第１０２条の４第３

その他のもの －

2510 （財）計量計画研究所
平成１７年度東京都市圏におけ
る交通政策推進のための基礎調
査

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年09月20日 18,275,000

　本業務の遂行にあたっては、以下の３つの条件を満足し、幅広い視点から総合的に検
討する能力を有することが必要である。
１）東京都市圏で実施した第４回物資流動調査の検討経緯、データ解析結果等に精通し
ていること
２）第４回物資流動調査成果は、データから導かれる知見を施策としてとりまとめるにあた
り、関係機関（本省、警察庁、関東運輸局、地方自治体等）の交通政策との整合を図る必
要があることから、これらに関する高度な知識を有すること
３）ヒアリング調査対象企業に対して再度調査を実施するため、企業秘密に該当する情報
を取り扱うことから、中立性・公平性の確保が可能なこと
　（財）計量計画研究所は、都市交通計画、とりわけ総合都市交通体系調査（パーソント
リップ調査、物資流動調査等）に関する高度な知識と豊富な経験を有する公益法人であ
り、全国の先駆けとなった東京都市圏総合都市交通体系調査については、調査を開始し
た昭和４３年より現在に至るまで一貫して調査を手がけ、調査体系の確立に資する高い
成果をあげている。また、第４回物資流動調査については、関東地方整備局の「東京都
市圏における交通政策推進のための基礎調査」を平成１４年度から平成１６年度まで受
託し、調査企画、調査実施体制の検討、スケジュール管理、データ解析及び課題整理を
一貫して実施している。
　以上のことから、本業務を遂行する上で必要十分な能力を有し、本業務の目的を的確
に達成しうる者は上記法人以外になく、唯一の契約対象機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定
に基づき、（財）計量計画研究所と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行(18年度
より一般競争入札等に移行)

公募手続を導入

2511 （財）建設物価調査会
平成１７年度「建設物価」材料単
価購入

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年04月22日 4,777,500

「建設物価及び材料単価データベース」を発行・作成している唯一の機関である。
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予決令第102条の4第3号

その他のもの －

2512 （財）国土技術研究センター
平成１７年度ユニットプライス型
積算方式の諸経費に関する解析
検

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年07月21日 32,025,000

当業務は、予定価格の積算につながる各企業の合理化のノウハウに係る情報などを各
企業横断的に収集する必要があり、仮に民間企業に損害が生じる情報や予定価格に関
する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結する。
このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる
公益法人に履行させる必要がある。
　適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

2513 （財）国土技術研究センター
平成１７年度間接工事費等諸経
費動向解析検討業務

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年07月21日 55,125,000

本業務は、近年における公共請負土木工事を取り巻く社会環境、施工形態の変化に即応
した合理的な積算・契約に資することを目的とし、土木工事標準積算基準書における公共
請負土木工事の基本構成である間接工事費、一般管理費等及びイメージアップ経費決
定のための基礎資料を得るため、全国で発注されている各工事における受・発注者が作
成した諸経費動向調査表の解析・検討を行うものである。
　適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

2514 （財）国土技術研究センター
平成１７年度土木分野における
技術標準等のあり方に関する検
討業

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年09月16日 13,587,000

本業務の履行にあたっては、土木分野における技術基準等の国内外の状況及び国際規
格と国内技術基準との関連に対して精通しているとともに、学識経験者・業界等の意見及
び説明性・透明性・品質確保等の社会的要請を踏まえた方向性を中立的立場により検討
し、取りまとめられる高度な技術力・知識及び体制が必要不可欠である。
　財団法人国土技術研究センターは、日本における建設技術発展の支柱となり、国と社
会が要請する新しい建設技術に関する研究開発を総合的、かつ効率的に行うとともに、
新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術水準の向上を図り、もって国民
の福祉の向上に寄与することを目的として設立された法人であり、公共事業に関する調
査研究、設計図書に関する検討及び監督・検査に関する検討、建設技術に関する情報の
収集、管理及び提供等を実施している。
　上記法人は平成１４年度から本業務に関連する業務を実施しており、上記法人が過去
に検討・蓄積した、技術基準等の国際化対応問題や国際規格と技術基準の整合性の検
討内容は、本業務の検討を行うために必要不可欠であり、本業務を行うことが可能な唯
一の機関である。
　従って、上記法人は本業務に必要とされる要件をすべて充たした唯一の契約相手方で
あるため、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定により、随意
契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入
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2515 （財）国土技術研究センター
社会資本整備に対するアカウン
タビリティ向上戦略検討業務

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年09月27日 4,220,370

　本業務の遂行にあたっては、公共事業のアカウンタビリティ向上施策について国内外の
状況に精通しているとともに、学識経験者・業界等の意見及び透明性・品質確保等の社
会的要請を踏まえた方向性を中立的立場により検討し、取りまとめられる高度な技術力・
知識及び体制が必要不可欠である。
　財団法人国土技術研究センターは、国と社会が要請する新しい建設技術に関する研究
開発を総合的、かつ効率的に行うこと等により建設技術の向上を図ることを目的として設
立された法人であり、公共事業に関する広範囲かつ高度な調査研究等を実施している。
特に、本業務に関連する調査研究成果としては、大臣官房技術調査課が実施した「平成
１４年度公共事業のアカウンタビリティ向上に関する調査検討業務」において、公共事業
のアカウンタビリティ向上に関する構造分析、ステークホルダー分析、メディ
アリテラシー分析等様々な調査、検討で成果を上げたことを踏まえ、「平成１５年度コミュ
ニケーション手法に関する調査検討業務」において、国民の理解を得ながら効率的かつ
効果的な公共事業を実施していくためにコミュニケーション手法の確立に向けた調
査検討を行っている。また平成１６年度には「アカウンタビリティ向上のための広報戦略業
務」において、コミュニケーション技術の向上について検討を行っている。
 これら業務の成果を踏まえた調査検討の継続性の観点だけでなく、当該業務遂行に必
要な専門的な情報・知識の蓄積の観点からも、これまでの検討の未領域である広報戦
略・手段の構築を行うなど総合的に検討を行うことの出来る能力、体制を有しているのは
唯一当該法人しかないといえる。
　以上のことから、上記法人と随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

2516 （財）国土技術研究センター
平成１７年度公共事業コスト構造
改革の推進に関する検討業務

埼玉県さいたま市中央区新都心２番地１
関東地方整備局長　門松武
北海道札幌市北区北８条西２丁目
北海道開発局開発監理部長　菊地静夫
宮城県仙台市青葉区二日町９番１５号
東北地方整備局長　森永教夫
新潟県新潟市白山浦一丁目４２５番の２
北陸地方整備局長　柳川城二
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目５番
１号
中部地方整備局長　大村哲夫
大阪府大阪市中央区大手町一丁目５番
４４号
近畿地方整備局長　藤本貴也
広島県広島市中区上八丁堀６番３０号
中国地方整備局長　甲村謙友
香川県高松市福岡町四丁目２６番３２号
四国地方整備局長　北橋建治
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１
０番７号
九州地方整備局長　宮田年耕
沖縄県那覇市前島二丁目２１番７号
沖縄総合事務局開発建設部長　佐藤浩
孝

2005年10月14日 31,920,000

本業務の遂行にあたっては、公共事業のコスト構造に関する分析能力や情報収集能力、
さらには公共事業の執行システムや個々のプロセスに関する十分な知識と経験を必要と
し、業務の成果が国土交通省における新たな政策立案に資するものであるため、資料の
調査・検討・分析に当たっては中立性、公平性が不可欠である。

上記法人は、わが国における建設技術発展の支柱となり、国と社会が要請する新しい建
設技術に関する調査研究を総合的、かつ、効果的に行うとともに新しい建設技術の活用
と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与することを
目的として設立された公益法人であり、本業務で必要とされる専門知識を持った技術者を
多数有している。

上記法人は、平成14年度以降、「公共事業コスト構造改革の推進に関する検討業務」を
継続して実施しており、コスト構造の分析等に関する多くの実績を有している。
以上のことにより、本業務遂行に必要とされる高度な技術力、知識、経験及び体制を有
し、かつ中立性、公平性を有する唯一の者である上記法人と随意契約を行うものである。

適用法令：会計法第29条の３第4項　予決令第102条の４第3号

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

2517 （財）国土技術研究センター
平成１７年度　景観評価システム
検討業務

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年11月17日 8,925,000

上記法人は、平成１６年度から本業務の検討に携わり、社会資本全般の整備、利用、保
全その他管理に関し、特に高度かつ総合的な建設技術を有するとともに、「景観評価シス
テム」を確立するための大きな課題である住民参画の仕組みに関連して、「公共事業のア
カウンタビリティ向上に関する検討業務」(平成14年度～)、などを通じて、PI手法の確立に
関する業務実績が豊富である。また、景観の評価は、評価基準が明瞭でなく評価にあっ
ては様々な評価要素を総合的に評価する必要があるが、「総合評価落札方式の運用及
び改善に関する検討業務」(平成14年度～)などから計画評価技術の開発及び実用化に
関する業務実績を多数有している。
このことから、同法人は本業を遂行するために必要かつ十分な技術を蓄積している唯一
の団体である。また、既往の技術的成果を活用することができ、なおかつ、より高い技術
水準の成果を効率的、経済的に得ることができる。よって同法人と随意契約を行うもので
ある。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入
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2518 （財）国土技術研究センター
平成１７年度　社会資本の効用
についての調査業務

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2006年01月12日 9,765,000

　業務の実施に当たっては、全国の社会資本整備の状況とその効果に関わる知見、全国
各地の地域づくりに関する様々な事例の蓄積や、今後の我が国の国民意識の変化や社
会・経済状況の変化にも留意しつつ、地域づくりと社会資本整備の関係に着目した有効
かつ効果的な検討を行い得る広範な知識や経験を持っていることが必要不可欠である。
　（財）国土技術研究センターは、その設立目的を達成するために行う事業の一つに
「道路、河川、都市計画等に関する建設事業を中核とする多領域な地域開発、都市開
発、大規模プロジェクト等の構想及びマスタープラン等の立案並びにこれらに必要な調
査、研究」を挙げており、国土デザイン等に関わる自主研究を実施するとともに、過去
の主要な国土総合開発調整費調査をはじめ、２１世紀グランドデザインの策定に関わる
「新たな国土デザインを踏まえた地域づくりのあり方に関する調査業務」「２１世紀の
道路像と道路政策策定のあり方に関する調査及び検討業務」、社会資本整備重点計画
の
策定に関わる「河川事業の効果と評価」「道路事業の重点的実施に関する調査業務」等
の全国の社会資本整備の計画に関わる世論分析等を含む多数の業務実績を有してい
る。
また、「広域交流を活かした地域振興方策等検討調査」、「「街道・舟運」の再生によ
る広域的な交流促進及び地域活性化方策の検討調査」、「地域づくりの実践を踏まえた
地域計画のあり方検討調査業務」など、地方都市等における交流圏形成などの地域整備
計画関連の多数の業務実績も有し、この分野の豊富な知識と経験等を有している。
　従って、上記法人は必要とされる要件を全て満たし、実績から培ったノウハウを用い
ることにより本業務をもっとも円滑に遂行することが出来る契約の相手方であり、会計
法２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により随意契
約を行うものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

2519 （財）国土技術研究センター
大規模水害危機管理計画検討
業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年12月01日 19,950,000

　本業務は、河川氾濫により首都東京まで浸水被害が及び、浸水被害人口２１０万人、被
害額３４兆円等、被害が極めて大きい利根川を対象に、河川氾濫被害の軽減に向け、
ハード・ソフト両面から総合的に対応策を検討し、関東地方整備局本局及び各事務所等
の危機管理体制や施策の整備、他機関との連携方策の構築に資することを目的とする。
　業務内容としては、今年度、利根川氾濫による社会経済全体を捉えた被害の検討を行
い、来年度、総合的な危機管理体制の検討として被害軽減対策及び防災体制の整理・検
討を実施するものである。
　本業務を実施するためには、①政府の危機管理体制に関するデータを保有しているこ
と、②水害による社会システムへの影響を分析するための全国の被災事例のデータベー
スを保有していること、③行政上の豊富な知識と経験を有することが必要不可欠である。
　当該財団は、①「東南海・南海地震に関する防災対策検討」、「防災機能バックアップセ
ンター構築検討業務」などの政府の緊急事態対応に関する調査を通じて政府の危機管理
に関する豊富なデータ、②日本全国の被災事例データベース、③各種調査等を通じて行
政上の豊富な知識及び経験を保有している唯一の法人である。　そのため、当該法人で
なければ本検討業務において必要とする成果を得ることができないため、随意契約を行
う。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

2520 （財）先端建設技術センター
平成１７年度建設汚泥のリサイク
ル促進に関する検討業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年10月17日 8,925,000

　本業務の履行にあたっては、国・自治体等の建設汚泥リサイクルに関する施策、制度、
技術基準等に熟知しているとともに、建設汚泥はもとより建設副産物全般にわたる十分な
知識及び情報収集・分析能力を有していなければならない。
　上記法人は、建設事業に係る先端的な技術に関する調査研究、開発及び普及を図るこ
とにより国土基盤整備の推進を図り、もって国民生活の安定と向上に資することを目的に
設立された法人であり、建設副産物の利用及び処理並びに環境の保全、改善等に関す
る調査研究・開発及び普及を行っていることから、建設汚泥に関する施策や制度、全国規
模の建設汚泥の実態についても十分熟知している。
　また、建設リサイクル推進の目標や具体的施策を定めた「建設リサイクル推進計画２００
２（全国版及び関東地域版）」、その前身である「建設リサイクル推進計画’９７」、「建設副
産物適正処理推進要綱」など、国及び自治体の建設汚泥リサイクルに関する基準・指針
等の策定・改訂を行った財団である。
　さらに現在、建設汚泥リサイクルにあたっての制度・技術基準等を定めた「建設汚泥リ
サイクル指針」を策定した実績を持つことから、本業務での検討内容並びに指針とを的確
に評価することにより、指針を補完するリサイクル促進に向けた方策を検討することが可
能である。
　したがって、上記法人は必要とされる要件を総て充たしている唯一の契約相手方であ
り、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により
随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2521 （財）先端建設技術センター
平成１７年度施工環境改善検討
業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年11月14日 9,660,000

　本業務の遂行にあたっては､施工環境改善の提案を行うため､新たな建設施工方法とし
て新技術の施工方法に関する専門知識と 新の技術情報が不可欠である。また､過年度
に抽出を行った改善項目について､経緯及び関係業団体のヒアリングより得られた情報等
に精通･熟知していることが必要であるとともに､それらの新技術等を中立公平的な立場
で評価する事が強く求められている。これらの全ての項目にクリアした､特定の利害関係
を持たない者に業務を履行させる必要がある。
　財団法人 先端建設技術センターは､建設分野における先端建設技術の研究開発及び
普及を目的として設立され､先端建設技術に関する資料及び施工情報等の収集活動も行
うなど､本業務を遂行するために必要な新技術の施工に関する専門知識と 新の情報を
有しているのはもちろんのこと､本業務の遂行手段である建設施工の作業を定量的に分
析･評価することのできるＣＥ(コンストラクティブ･エンジニアリング)手法をとりまとめた実績
を有している。また､本業務の実施に必要な平成１４から１６年度の検討業務を行い､改善
項目の抽出の経緯や､業界団体のヒアリングにより得られた情報も熟知しているとともに､
民間コンサルタントにはない法人としての中立な立場で､公平かつ公正に評価できる者で
あり､本業務を遂行するのに必要な要件を備えた契約対象機関である。
　よって､会計法第２９条の３第４項､予決令第１０２条の４第３号の規定により財団法人先
端建設技術センターと随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

2522 （財）先端建設技術センター
平成１７年度建設リサイクル推進
計画に関する検討業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年09月14日 38,850,000

本業務の履行にあたっては、建設副産物全般にわたる十分な知識及び情報収集能力を
持つとともに、「建設リサイクル推進計画２００２＜関東地域版＞」を始めとする、建設副産
物に関する施策について策定した実績とそれを的確に評価・分析ができる能力を備えて
いなければならない。
 上記法人は、平成１４年度の建設リサイクル法完全施行を受けた「建設リサイクル推進
計画２００２（全国版及び関東地域版）」またその前進である「建設リサイクル推進計画’９
７」をはじめとする建設副産物のリサイクルに関する国土交通省の基準・指針類の策定・
改訂を行った財団である。
　また、昨年度業務において建設発生木材における排出量を抑制するための検討を行い
「建設発生木材の現場内利用マニュアル（案）」を作成した実績と関東地域における建設
発生木材の実態について熟知している。
　さらに、建設事業に係る先端的な技術に関する調査研究、開発及び普及を図ることによ
り国土基盤整備の推進を図り、もって国民生活の安定と向上に資することを目的に設立さ
れた法人であり、建設副産物の利用及び処理並びに環境の保全、改善等に関する調査
研究・開発及び普及を行っていることから、建設副産物の施策や実態についても熟知して
おり、上記の実績と併せ「建設リサイクル推進計画2002＜関東地域版＞」の進捗状況に
ついて的確に評価・分析をする能力を備えている。
 したがって、上記法人は必要とされる要件を総て充たしている唯一の契約相手方であり、
会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により随
意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

2523 （財）全国建設研修センター
平成１７年度公共工事品質確保
支援制度検討業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2006年01月12日 9,576,000

本業務の遂行にあたっては、公共工事品質確保審査員が、公共工事の補助・支援を行う
ことから、公共工事の発注事務関係における専門的な知識、技術及び支援者育成のため
のノウハウ並びに、資料の調査・検討・分析を行うために十分な中立性・公平性を有して
いることが不可欠である。

上記法人は、国土交通省における建設研修の充実に協力すると共に、広く建設技術等の
普及向上をはかることを目的として設立された公益法人であり、本業務で必要とされる専
門知識を持った技術者を多数有しており、かつ、建設技術に関する技術検定、監理技術
者講習会、建設研修などの公共工事の支援実績を数多く有している。

以上のことにより、本業務遂行に必要とされる高度な技術力、知識、経験及び体制を有
し、かつ中立性、公平性を有する唯一の者である上記法人と随意契約を行うものである。

適用法令：会計法第29条の３第4項　予決令第102条の４第3号

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの(19年
度から企画競争を実施し、その
後総合評価による一般競争に移
行)

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2524
（財）日本建設情報総合セ
ンター

設計業務等の実績データベース
構築に向けた実施検討業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年10月17日 8,526,000

　本業務の遂行にあたっては、公共事業の設計業務等に係わる積算基準・積算体系に
「広範囲な知識と経験を有していることはもとより、既存の新調査設計積算システム全体
の構成を熟知していることが必要である。また、各整備局における電算環境を把握し、調
査設計積算システムの改良について幅広い技術と経験が必要であり、且つ高度な中立
性、公平性の確保が求められる。
　（財）日本建設情報総合センターは、建設事業の円滑な執行に関する情報システムの調
査研究を行うことを目的に設立された公益法人であり、公共事業の設計業務に係わる積
算基準・積算体系に精通し、現在各整備局等において稼働している新調査設計積算シス
テムの開発・改良・運用支援を実施するなど、本業務に必要な豊富な経験、知識を有して
いる。
　また、上記法人は平成１５、１６年度に「設計業務等の積算実績データベース検討業務」
を実施し、本業務の基礎となる、ユニットプライス適用方法の検討、プロポーザル方式対
応のシステム化の提案、現行新調査設計積算システムの改良の検討を行っている。
　以上のことにより、本業務遂行に必要とされる高度な技術力、知識、経験及び体制を有
し、且つ中立性、公平性を有する唯一のものである上記法人と随意契約を行うものであ
る。
適用法令；会計法　第２９条の３第４項・予算決算及び会計令　第１０２条の４第３

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

2525
（財）日本建設情報総合セ
ンター

地整情報システム 適化検討業
務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年10月28日 17,010,000

本業務の実施に当たっては、行政的な見地及び特定メーカや特定仕様のシステム、ソフト
ウエアに偏重しない中立性が必要である。「（財）日本建設情報総合センター」は、「建設
事業の円滑な執行に資する情報システムの調査研究を行い、これを普及する」ことを目的
に設立された公益法人であり、地方整備局等の土木積算システム、電子入札システム等
の開発運用支援を数多く受託しており、地方整備局等の業務システムの開発・保守・運用
等に関する知識及び業務実績を豊富に有している。特に、本業務に関連する調査研究成
果としては、昨年度の「オープンな仕様に基づく業務システムの開発に向けた検討」にお
いて、オープン化システムに向けた課題整理、データの利活用性向上方策、コスト縮減方
策に関する調査検討を行っている。また、同業務の成果を踏まえた調査検討の継続性の
観点だけでなく、本業務を実施するにあたり必要とする行政的な見知及び中立性に加え、
必要とする経験・技術力を十分確保した機関であることから、当該業務を適切かつ確実に
遂行できる唯一の公益法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定によ
り、「財団法人　日本建設情報総合センター」と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

2526
（財）日本建設情報総合セ
ンター

ＣＯＲＩＮＳを活用した工事成績
データベース運用検討業務

関東地方整備局長　門松　武  埼玉県さ
いたま市中央区新都心2番地1
北海道開発局開発監理部長　菊地　静
夫  北海道札幌市北区北8条西2丁目
東北地方整備局長　森永　教夫  宮城県
仙台市青葉区二日町9番15号
北陸整備局長　柳川　城二  新潟県新潟
市白山浦1丁目425番の2
中部地方整備局長　大村　哲夫  愛知県
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号
近畿地方整備局長　藤本　貴也  大阪府
大阪市中央区大手前1丁目5番44号
中国地方整備局長　甲村　謙友  広島県
広島市中区上八丁堀6番30号
四国地方整備局長　北橋　建治  香川県
高松市福岡町4丁目26番32号
九州地方整備局長　宮田　年耕  福岡県
福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号

2005年10月25日 39,795,000

CORINSに関するプログラム及びデータベースの著作権を有している。
    （会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの ー



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2527
（財）日本建設情報総合セ
ンター

平成１７年度ＣＡＬＳ／ＥＣ整備検
討（新計画）業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１
菊池静夫　北海道開発局開発監理部
北海道札幌市北区北８条西２丁目
森永教夫　東北地方整備局　宮城県仙
台市青葉区二日町９番１５号
柳川城二　北陸地方整備局　新潟県白
山浦１丁目４２５番の２
大村哲夫　中部地方整備局　愛知県名
古屋市中区三の丸２丁目５番１号
藤本貴也　近畿地方整備局　大阪府大
阪市中央区大手前１丁目５番４４号
甲村謙友　中国地方整備局　広島県広
島市中区八丁堀６番３０号
北橋建治　四国地方整備局　香川県高
松市福岡町４丁目２６番３２号
宮田年耕　九州地方整備局　福岡県福
岡市博多区博多駅東２丁目１０番７号

2005年10月17日 55,009,500

　本業務の実施にあたっては、国土交通省の政策立案に係わる業務であるため、公平、
中立な立場を有していること及び公共事業の執行プロセス並びに建設分野の情報システ
ムについての専門的な知識や高度な技術力を必要としている。
　（財）日本建設情報総合センターは、情報技術の活用による建設サービスの向上を目指
して設立された財団であり、「電子入札コアシステム開発コンソーシアム」の主宰、電子納
品に伴う各種要領・基準類の策定、CALS/ECに関わる総合的情報の蓄積・提供等を行う
とともに、平成16年度においては「新CALS/EC整備基本構想」の策定を行った実績を有
する。
　従って、公共事業の執行プロセス、建設分野の情報システム等についての専門的知識・
経験及び高度な技術力を有する者であり、かつ、中立性、公平性を備えた唯一の機関で
ある。
適用法令「会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号」

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

2528
（財）日本建設情報総合セ
ンター

平成１７年度積算システム運用
支援業務

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年04月01日 18,795,000

   上記法人は、建設事業の円滑な執行に資する情報システムの調査研究を行うことを目
的とした法人であり、昭和６０年設立以来ACOS版、16bit版、32bit版の各土木工事積算シ
ステムの開発・改良・運用支援を一貫として実施しており、本システムに関する広範な経
験と知識を有していることから、全整備局共通の運用管理業務より提供される機能及び
データ等について連携した運用支援及び障害発生時における対応を迅速かつ的確に行
うことができる。
 また、上記法人は当該システムの開発・改良業務を一元的に行い、本システムに関する
プログラム著作権及びデータベース著作権を有しており、本業務を遂行するにはこれら２
つの著作権が不可欠である。
  よって本業務の目的を達成できる唯一の法人である上記法人と随意契約を行うもので
ある。

適用法令：会計法第２９条の３第４項　予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

2529
（財）日本建設情報総合セ
ンター

工事及び測量調査設計業務実
績情報提供業務

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年04月01日 7,560,000

工事・業務実績、技術者データ等の情報を持っている唯一の機関である
　（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの ー

2530
（財）日本建設情報総合セ
ンター

平成１７年度ＣＡＬＳ／ＥＣ普及活
動支援業務委託

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年06月24日 31,657,500

　本業務の実施にあたっては、CALS/ECの内容の熟知や実証を踏まえた技術力、公共
事業の執行プロセス及び建設分野の情報システムについての専門的な知識や高度な技
術力が必要である。
　（財）日本建設情報総合センターは、情報技術の活用による建設サービスの向上を目指
して設立された財団であり、｢電子入札コアシステム開発コンソーシアム（電子調達システ
ムの開発）｣の主宰、電子納品に伴う各種要領・基準類の策定、CALS／ECに関わる総合
的情報の蓄積・提供、地方セミナー等の普及活動等を行ってきているとともに、平成13年
度より関東地方整備局のCALS/EC普及支援業務を継続的に実施している。
　従って、公共事業の執行プロセス、建設分野の情報システム等についての専門的知識・
経験及び高度な技術力を有する者であり、かつ、中立性、公平性を備えた唯一の機関で
ある。
適用法令「会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号」

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

2531
（財）日本建設情報総合セ
ンター

平成１７年度建設発生土情報提
供業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年08月17日 5,796,000

　建設発生土を他工事で有効利用するためには、直轄に限らず、他省庁、公団、自治体
を含めた公共工事等の発注機関から、建設発生土の搬入（又は搬出）先に関する情報を
事前に幅広く入手し、当該発注機関とよく調整する必要がある。そのためには、建設発生
土の情報をデータベース化し、迅速に交換できるシステムを利用することが必要である。
上記のようなシステムの必要性が、「建設リサイクル推進懇談会」の提言（平成８年度）
や、建設リサイクル推進計画９７（平成９年度）に位置づけられたことを踏まえ、関係省庁、
公団、自治体、関係業団体から成る委員会によって「建設発生土情報交換システム（以下
「本システム」という。）」が開発され、平成１１年度に試験運用し、平成１２年度より本格実
施されたものである。現在、国土交通省、他省庁、公団、自治体等、全国約１４００の発注
機関が本システムを利用している。　なお、低迷している建設発生土の有効利用の一層
の促進を図るために策定された「建設発生土等の有効利用に関する行動計画（平成１５
年１０月事務次官通達）」において、公共工事における建設発生土の情報を収集・支援す
る「公共工事土量調査」及び工事間利用調整を円滑に実施するための支援ツールとし
て、本システムが位置付けられたところである。　また、このような機能を持つシステムは
他には無く、本業務の遂行は、本システムの利用が唯一の手段であり、他の方法により
行った場合は、本業務の遂行に著しい支障を生じる。　従って、（財）日本建設情報総合セ
ンターと、関東地方整備局管内の関係事務所における本システムの利用について、会計
法２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項の規定により随意契約
を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2532
（財）日本建設情報総合セ
ンター

平成１７年度建設副産物情報提
供業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年08月17日 8,505,000

　建設副産物を適正に処理しリサイクルするためには、発注者は、コンクリート、アスファ
ルト、木材、建設汚泥等の様々な建設副産物について、受け入れ可能な再資源化施設等
に関する情報を事前に幅広く入手し、搬出距離・時間等から 適な施設を選択する必要
がある。そのためには、再資源化施設等に関する情報をデータベース化し、迅速に検索
できるシステムを利用することが必要である。
　また、請負業者や、再資源化施設等を運営する処理業者においても、建設副産物の再
資源化施設等への受け入れを推進するためには、建設副産物の搬出に関する情報や、
再資源化施設等に関する情報等を迅速に提供できるシステムの利用が必要である。
　上記のようなシステムの必要性が、「建設リサイクル推進懇談会」の提言（平成８年度）
や、建設リサイクル推進計画９７（平成９年度）に位置づけられたことを踏まえ、関係省庁、
公団、自治体、関係業団体から成る検討会によって「建設副産物情報交換システム（以下
「本システム」という。）」が開発され、平成１３年度から関東地方整備局において試験運用
し、平成１４年度に全国で本格実施されたものである。現在、国土交通省、他省庁、公団、
自治体等、全国約４８０の発注機関が本システムを利用し、約１，７００社の再資源化施設
等からの情報提供を受けることにより、建設副産物の適正処理及びリサイクルが進めら
れているところである。
　また、このような機能を持つシステムは他には無く、本業務の遂行は、本システムの利
用が唯一の手段であり、他の方法により行った場合は、本業務の遂行に著しい支障を生
じる。
　従って、（財）日本建設情報総合センターと、関東地方整備局管内の関係事務所におけ
る本システムの利用について、会計法２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３項の規定により随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

2533
（財）日本建設情報総合セ
ンター

「建設リサイクルデータ統合シス
テム－ＣＲＥＤＡＳ－」ＣＤ－Ｒ

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年10月04日 4,702,950

 　本ＣＤ－ＲＯＭは、中部地方整備局の監修の基に上記機関が作成したものであり、唯
一の購入契約対象であるため上記機関と随意契約を行うものである。
適用法令   会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

2534
（財）日本建設情報総合セ
ンター

平成１７年度新技術情報提供シ
ステム改良検討業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年11月21日 45,885,000

　本業務の履行にあたっては、建設技術に対する専門的知識と技術情報の登録や検索・
閲覧およびシステム管理に関する専門的知識のほか、国土交通省が進める新技術の活
用および普及施策推進のためのデータ管理に関する豊富な知識と経験が不可欠である。
また、取り扱うデータには高度な守秘義務が求められるため、中立性、公平性を有する者
に特定する必要がある。
　上記法人は、建設情報システムのシステム設計に関する調査研究および建設情報シス
テムに必要なソフトウェアに関する調査研究などの事業を行うことを目的に設立された財
団法人であり、平成９年度に新技術提供システムを構築するとともに、その後のアクセス
情報管理における機能追加、緊急情報や 新情報等の提供に関する機能追加、港湾Ｎ
ＥＴＩＳとのリンク形成に関する改良業務など、本システムの機能向上等に関する業務を毎
年実施しており、当該システムのプログラムに関する著作権を有している。また、ＴＥＣＲＩ
ＳやＣＯＲＩＮＳをはじめとする多くの建設情報サービスのシステム構築と運用管理に関す
る業務を行っており、当該業務を遂行するために必要な豊富な知識と経験、並びに高度
な技術力を有し、公平、中立な立場で遂行できる唯一の法人である。
　よって、会計法第２９条の３第４項および特例政令第１３条第１項第１号並びにＷＴＯ調
達協定第１５条(ｂ)排他的権利の保護により、財団法人日本建設情報総合センターと随意
契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

2535
（財）日本建設情報総合セ
ンター

入札公告等作成支援システム改
良業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2006年01月11日 2,919,000

  「入札公告等作成支援システム」は、入札公告等のデータを作成することを目的に、平
成１２年１２月に上記業者に委託し構築した現在稼働中のシステムである。
  本業務の遂行にあたっては、本システムの詳細を熟知するとともに、関東地方整備局の
電算環境を把握したうえで、現在稼動中の関連する各システムとの連携を図りつつ改良
することが求められるなど、幅広い技術と経験の蓄積が必要である。
　上記業者は、本システムの開発・改良・運営支援業務に携わっており、本システムに関
する広範な経験と知識を有しており、さらに著作者人格権の同一性保持権を有している
業者である。
　よって、本業務の目的を達成できる唯一の者である上記業者と随意契約を行うものであ
る。
　（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

2536
（財）日本建設情報総合セ
ンター

平成１７年度版土木工事関係積
算基準書外１点購入

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年05月12日 6,911,100

　財団法人  日本建設情報総合センターは、本積算基準書の編集・印刷を行っている唯
一の機関である。
　従って上記法人が唯一の購入契約対象であるため、上記法人と随意契約を行うもので
ある。
　適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号 見直しの余地があるもの

一般競争等に移行することとし
たもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2537
（財）日本建設情報総合セ
ンター

平成１７年度版土木工事標準積
算基準書（電気通信編）本編外５
点

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年06月21日 8,093,800

　本積算基準書は、上記法人が編集・印刷を行っている唯一の機関であるため、上記法
人と随意契約を行うものである。
　適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

2538
（社）河川ポンプ施設技術協
会

平成１７年度揚排水ポンプ設備
の効率的な維持管理手法に関す
る検

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年10月17日 22,575,000

本業務は、老朽施設が増加する中で、ポンプ設備の信頼性を保ちつつ維持管理・更新費
用を縮減するための検討であり、揚排水ポンプ設備や排水機場に係わる技術基準や設
計指針、点検整備要領やその策定経緯に精通する等幅広く、多くの知識と高度な技術力
が必要である。また本業務の実施にあたっては、ポンプ設備に関する広範な情報を必要
とし、これらのデータを体系的に保有し収集する必要がある。さらに更新費用の縮減検討
にあたっては、特定の技術や企業からは異なる公平かつ中立な立場での実施が必要不
可欠である。上記の条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続を導入

2539
（社）河川ポンプ施設技術協
会

平成１７年度　ポンプ設備の新技
術評価要領検討業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年09月16日 20,370,000

本業務は、排水機場の品質向上のための新技術提案に対する評価要領を作成するため
に検討を行うものであり、揚排水ポンプ設備に係わる技術基準、設計指針、点検整備要
領やその策定経緯に精通する等幅広く、多くの知識と高度な技術力が必要である。また
本業務の実施にあたっては、排水機場に関する広範な情報を必要とし、これらのデータを
体系的に保有し収集する必要がある。また評価要領の作成にあたっては、特定の技術や
企業からは異なる公平かつ中立な立場での実施が必要不可欠である。上記の条件を満
たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続を導入

2540
（社）河川ポンプ施設技術協
会

平成１７年度排水ポンプ車のコス
ト縮減検討業務

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2006年01月12日 9,450,000

本業務は、排水ポンプ車の能力、コスト、運用性の改善を検討する業務であり、排水ポン
プ車の基準や取扱要領に精通する等幅広く、多くの知識と高度な技術力が必要である。
また本業務の実施にあたっては、排水ポンプ車に関する広範な情報を必要とし、これらの
データを体系的に保有し収集する必要がある。さらに改善検討にあたっては、特定の技
術や企業からは異なる公平かつ中立な立場での実施が必要不可欠である。上記の条件
を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３
項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続を導入

2541 （社）建設電気技術協会
電気通信施設設計積算基準・指
針等検討業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年10月27日 59,115,000

当業務は、予定価格の積算につながる各企業の合理化のノウハウに係る情報などを
各企業横断的に収集する必要があり、仮に民間企業に損害が生じる情報や予定価格
に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結する。
このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応す
べき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもち
ろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる
公益法人に履行させる必要がある。
よって、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定により、
「社団法人  建設電気技術協会」と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの

一般競争等に移行するための準
備に時間を要するもの(19年度か
ら企画競争を実施し、その後総
合評価による一般競争に移行)

2542 （社）国際建設技術協会 国際建設情報　購入
門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年04月01日 4,320,000

販売元

その他のもの
平成17年度限りと聞いていると
のこと

2543
（社）全国土木施工管理技
士会連合会

建設技術者の技術力評価に関
する検討業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2006年01月12日 5,250,000

　本業務は、現場の土木技術者の資格制度と継続教育に精通していると共に、これらの
研究・調査についての高度な知識と経験が必要不可欠である。
　社団法人 全国土木施工管理技士会連合会は、土木施工管理技士の技術力及び社会
的地位の向上を目的に設立され、国家資格である土木施工管理技士を会員として、その
中心的な事業である土木施工管理技術についての研修・講習や継続学習を通じて多くの
技術者データの蓄積があり、現場技術者の技術力向上や資格制度に関する豊富な知識
と経験を有している。
　よって、上記法人は本業務の履行に も適した契約対象であり、会計法第２９条の３第
４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定により上記法人と随意契約を締結するもので
ある。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

2544 （社）地下水技術協会
平成１７年度　地下水管理手法
検討業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年11月18日 14,700,000

当該協会は地下水水質のデータベース及び地下水管理に関する膨大な技術情報データ
ベースを唯一所有する機関。また、地下水データの品質管理に精通しており、本業務を実
施し得る唯一の機関。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項） 見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入
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2545 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度建設機械経費動態
に関する調査検討業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年09月09日 47,250,000

当業務は、予定価格の積算につながる各企業の合理化のノウハウに係る情報などを各
企業横断的に収集する必要があり、仮に民間企業に損害が生じる情報や予定価格に関
する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結する。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務で
ある。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国
土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行さ
せる必要がある。
適用法令「会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号」

見直しの余地があるもの

一般競争等に移行するための準
備に時間を要するもの（18年度
契約では随意契約とし、19年度
以降企画競争に移行すべく準備
を進める）

公募手続を導入

2546 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度建設機械施工技術
者台帳等作成業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年10月17日 1,774,500

　本業務の実施にあたっては、１級及び２級建設機械施工技術検定試験合格者に関する
名簿が必要不可欠である。
　上記相手方は、建設業法に基づく指定試験機関として、国土交通大臣の指定を受け、１
級及び２級建設機械施工技術検定試験を実施しており、合格者に関する名簿を有し、建
設機械施工技術者台帳の作成にあたって、中立性、公平性を保たれる唯一の機関であ
り、昭和６１年度以来行っている者である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、社団法人
日本建設機械化協会と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2547 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度関東地方整備局機
械経費等調査検討業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2006年01月12日 9,450,000

  本業務の実施にあたっては、機械化施工の知識に精通していること、積算基準の構成
要素となる機械経費算定に関する高度な専門的知識と豊富な経験が不可欠である。さら
に、幅広い行政分野に亘る技術的検討能力・情報収集能力が必要であるほか、中立性・
公平性を有する必要がある。
  社団法人日本建設機械化協会は、建設事業の機械化を推進し、国土の開発と経済の
発展に寄与することを目的として設立された公益法人で、主な事業としては「建設機械化
に関する試験研究」「建設機械化の推進及び普及」「機械化施工の調査研究」などを主体
としているほか、昭和３４年から建設機械損料に関する調査等を継続して実施している。
現在、「平成１７年度建設機械経費動態に関する調査検討業務」を実施しており、本業務
を円滑かつ確実に遂行可能な業務執行体制が整っており、かつ、中立性と公平性を備え
た唯一の機関である。
適用法令「会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号」

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2548 （独）土木研究所 情報化施工に関する検討業務
門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年12月12日 54,995,850

施工・維持等の作業に関わる管理基準等との適合性や運用に向けた方針や方向性の判
断・指導などが必要な業務であり、技術基準作成の主体としての知見および土研で有す
る過去研究成果に基づく知見が必要な業務である。
また、土木施工において広く活用されるものであり、特定の者の利益とならならい中立性・
公正性が特に求められる業務である その他のもの ー

2549
（財）ダム水源地環境整備
センター

ダム下流の水環境改善の検討
業務（一式）

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２－１
菊地静夫　北海道開発局　北海道札幌
市北区北８条西２－１－１
森永教夫　東北地方整備局　宮城県仙
台市青葉区二日町９－１５
柳川城二　北陸地方整備局　新潟県新
潟市白山浦１－４２５－２
大村哲夫　中部地方整備局　愛知県名
古屋市中区三の丸２－５－１
藤本貴也　近畿地方整備局　大阪府大
阪市中央区大手前１－５－４４
甲村謙友　中国地方整備局　広島県広
島市中区上八丁堀６－３０
横田耕治　四国地方整備局　香川県高
松市福岡町４－２６－３２
宮田年耕　九州地方整備局　福岡県福
岡市博多区博多駅東２－１０－７

2005年09月28日 2,853,900

ダム下流河川における環境の改善検討にあたっては、下流の減水区間の流量やダムの
放流方法と、濁度等水質データや魚類の生息密度等との関連解析が必要であり、ダム下
流環境改善事例DBやダム諸量DB、経年的水質DB、河川水辺の国勢調査「ダム湖版」
DBを利用することが必要不可欠である。WECが保有するこれらのDBは、長期間における
ダム下流環境改善の調査研究や、フォローアップ、国勢調査の分析評価・研究実績から
構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるDBである。さらに、適
切な河川環境改善のためには、関係する学識経験者等の協力のもとに、高度な知識及
び 新の情報を蓄積していく必要があるとともに、全国的な広範な知見のもとに、行政上
の政策評価として、中立かつ公平な立場で、統一的に検討する必要がある。ＷＥＣは、専
門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由から本業務の
目的を達成できる唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第
３項） 見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2550
（財）ダム水源地環境整備
センター

ダム水源地ネット　購入
渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年04月01日 3,960,000

唯一の発行販売元

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)
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2551
（財）ダム水源地環境整備
センター

平成１７年度　地域に資するダム
管理方策検討業務（一式）

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年10月20日 17,850,000

地域に資するダム管理方策の検討においては、ダムの管理運用手法と渇水状況、濁水
放流状況等と地域住民からの要望等の比較検討において、全国的なダム管理情報のDB
である、ダム諸量DB、経年的水質DB、河川水辺の国勢調査「ダム湖版」DB、地域ヒアリ
ング結果DBを利用することが必要不可欠である。WECが保有するこれらのDBは、長期間
における管理ダムのフォローアップ分析評価実績の中から構築されたものであり、その情
報量、精度の面で唯一信頼のおけるDBである。さらに、総合的な分析・評価を行い、必要
な改善を図るためには、関係する学識経験者の協力のもとに、高度な知識及び 新の情
報をさらに蓄積していく必要があるとともに、全国的な広範な知見のもとに、行政上の政
策評価として、中立かつ公平な立場で、統一的に検討する必要がある。WECは、以上の
要件を備えた唯一の機関であり、本業務は一般競争入札には適さない。本業務の実施に
あたっては、管理段階における治水・利水実績、水環境や生態系等の環境への影響等の
分析評価を行う必要があり、ダム管理に関する全国的な情報としてダム諸量DB、経年的
水質DB、経年的堆砂量ＤＢ、河川水辺の国勢調査「ダム湖版」DBを利用が不可欠であ
る。当該DBは唯一WECが保有しているものである。さらに、総合的な分析・評価を行い、
必要な改善を図るためには、関係する学識経験者等の協力のもとに、高度な知識及び
新の情報を蓄積していく必要があるとともに、全国的な広範な知見のもとに、中立かつ公
平な立場で統一的に、行政上の政策検討する必要がある。ＷＥＣは、専門的な知識・情
報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由から本業務の目的を達成でき
る唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2552
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度河川に係る環境整
備の評価に関する検討業務

関東地方整備局長　門松　武　埼玉県さ
いたま市中央区新都心２番地１
北海道開発局監理部長　菊地　静夫　北
海道札幌市北区北８条西２丁目
東北地方整備局長　森永　教夫　宮城県
仙台市青葉区二日町９番地１５号
北陸地方整備局長　柳川　城二　新潟県
新潟市白山浦一丁目４２５番の２
中部地方整備局長　大村　哲夫　愛知県
名古屋市中区三の丸二丁目５番１号
近畿地方整備局長　藤本　貴也　大阪府
大阪市中央区大手前一丁目５番４４号
中国地方整備局長　甲村　謙友　広島県
広島市中区上八丁堀６番３０号
四国地方整備局長　横田　耕治　香川県
高松市福岡町四丁目２６番３２号
九州地方整備局長　宮田　年耕　福岡県
福岡市博多区博多駅東二丁目１０番７号

2005年09月13日 19,950,000

本業務は、河川の物理特性や生息環境から河川環境整備の全体的な経済評価手法を
検討するものである。検討にあたっては、多くの知識と高度な技術力が必要であるととも
に、河川生態について全国の情報を保有し、そのデータから河道特性と河川生態につい
ての関係を体系的に整理したデータを保有している必要があるが、そのようなデータを有
しているのは当法人が唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が
必要であり、これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４
項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2553
（財）リバーフロント整備セン
ター

高規格堤防整備方策検討調査
業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１
藤本貴也　近畿地方整備局　大阪府大
阪市中央区大手町一丁目５番４４号

2006年01月16日 39,900,000

本業務は、高規格堤防設計盛土設計・施工マニュアルの改訂のための検討を行うもので
ある。検討にあたっては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、既マニュアル
策定時での課題、対応策等についてのデータを保有し、高規格堤防整備上の技術的課
題について体系的にデータとして保有している必要があるが、そのようなデータを有して
いるのは当法人が唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要
であり、これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項予
決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2554
（財）リバーフロント整備セン
ター

ＦＲＯＮＴ外１点　購入
渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年04月01日 8,741,400
・当法人が発行していることによる

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2555
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度水辺環境整備の事
業評価に関する検討業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2006年01月10日 19,425,000

本業務は、河川の物理特性や生息環境から河川の水辺環境整備の総合的な経済評価
手法を検討するものである。検討にあたっては、多くの知識と高度な技術力が必要である
とともに、河川生態について全国の情報を保有し、そのデータから河道特性と河川生態に
ついての関係を体系的に整理したデータを保有している必要があるが、そのようなデータ
を有しているのは当法人が唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立
場が必要であり、これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３
第４項予決令第１０２条の４第３項） 見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入
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2556 （財）河川環境管理財団
平成１７年度河川環境教育推進
方策検討業務

関東地方整備局長　門松　武　埼玉県さ
いたま市中央区新都心２番地１
北海道開発局監理部長　菊地　静夫　北
海道札幌市北区北８条西２丁目
東北地方整備局長　森永　教夫　宮城県
仙台市青葉区二日町９番地１５号
北陸地方整備局長　柳川　城二　新潟県
新潟市白山浦一丁目４２５番の２
中部地方整備局長　大村　哲夫　愛知県
名古屋市中区三の丸二丁目５番１号
近畿地方整備局長　藤本　貴也　大阪府
大阪市中央区大手前一丁目５番４４号
中国地方整備局長　甲村　謙友　広島県
広島市中区上八丁堀６番３０号
四国地方整備局長　横田　耕治　香川県
高松市福岡町四丁目２６番３２号
九州地方整備局長　宮田　年耕　福岡県
福岡市博多区博多駅東二丁目１０番７号

2005年09月13日 41,790,000

環境教育手法検討に当たっては、河川環境教育に関する研究・啓発活動を専門的に実
施している全国唯一の組織である当財団「子どもの水辺サポートセンター」がこれまでの
研究・啓発活動の中で蓄積してきた唯一しかないいずれも全国から収集した「子どもの水
辺など川で活動する市民団体のデータベース」「河川環境教育事例データベース」を用い
て、多くの意見を求めるとともに事例を分析し課題を抽出・検討し、手法検討に結びつけ
ていくことが必要。また、国が進める河川環境教育の推進に必要な技術的マニュアルを
作成するものであり、特定の主体に偏ることなく、中立・公平性を持って業務を推進できる
ことが必要である。さらに、河川環境教育に関する豊富な経験、知識、ノウハウ、国内外
の実施状況、事例の情報を有していること、市民団体、教育関係者等からの情報収集能
力が必要。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

2557 （財）河川環境管理財団
「私たちと水」２３５，７８０冊外１
点　購入

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年07月28日 12,668,200

当該書籍の購入は、当該法人が本書の唯一の発行、販売元であるため、その者から直
接調達・購入せざるを得ない。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2558 （財）河川環境管理財団
「平成１６年全国一級河川の水質
現況」３３６冊購入

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年09月30日 2,100,000

当該書籍の購入は、当該法人が本書の唯一の発行、販売元であるため、その者から直
接調達・購入せざるを得ない。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2559 （財）河川環境管理財団
第２５回川の写真コンクール入選
作品集　購入

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年12月20日 10,650,000

当該書籍の購入は、当該法人が本書の唯一の発行、販売元であるため、その者から直
接調達・購入せざるを得ない。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2560 （財）河川環境管理財団
平成１７年度河川愛護関係広報
業務委託（一式）

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年07月04日 24,570,000

近年、身近な自然空間である河川への国民の関心の高まりに応えるため、河川行政を担
当している国土交通省では近年、地域住民や市民団体と関係行政機関等による流域全
体の河川環境の保全・再生への取り組みを積極的に推進すると共に、国民の河川愛護
意識の醸成を目指している。
本業務は、河川愛護意識の醸成を目的とした広報活動を、集中的に展開している河川愛
護月間運動の一環として、広く一般に河川愛護思想を普及・啓発することを目的に、次世
代を担う関東地方整備局管内の小・中・高校生及び一般参加者を対象とした「第２５回川
の写真コンクール」を開催・運営する業務である。
河川環境管理財団は、本コンクールに初回から共催という立場で参画しており、その間、
関係都県及び市区町村の教育委員会等の学校関係者への広報・調整等に携わると共
に、入選作品集の配布及び本コンクールのＰＲ活動を年間を通し実施するなど、本コン
クールと密接に関わっている。
関東地方整備局と河川環境財団は、本コンクールについて上記のようにそれぞれの役割
を分担して活動を行っているが、運営準備の業務と河川環境管理財団が実施する広報・
調整等を一体となって実施することが合理的であり、より円滑に遂行できるものである。
以上のことから、上記法人に当該業務を行わせることが も適当である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第３号の規定により、
上記法人と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行(Ｈ19年
度以降、総合評価による一般競
争に移行）

2561 （財）河川環境管理財団 利根川水運用検討業務
門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年11月24日 60,900,000

本業務の実施に当たっては、当財団がこれまでの研究並びにモデル河川での実践の中
で蓄積してきた当財団が唯一所有する7０項目以上に及ぶ全国主要河川の「河川環境管
理に関する河道情報データベース」並びに全国約1000地点以上の測定データによる「全
国一級河川水質データベース」を活用し、他河川の事例・課題解決事例を参考にしながら
計画作りを実施することが必要。また、本業務の実施に当たっては、河道管理や水環境
に関する豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分
野の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平な検討が必要。従って当該
業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第29条の3第4項、予決令第
102条の4第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2562 （財）河川環境管理財団 Ｈ１７流域水環境情報検討業務
門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年11月24日 11,760,000

本業務は、河川・湖沼の水質など水環境に関する情報管理手法を検討するための業務で
あり、判断の中立性・公平性が特に求められるものである。また、情報管理手法の検証の
ためには当財団がこれまでの研究の継続の中で蓄積してきた当財団のみが所有する全
国約1000地点以上の測定データによる「全国一級河川水質データベース」の活用が必
要。さらに、本業務の実施に当たっては、水環境改善に関する豊富な知見、高度な技術、
検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専門の学識者、専門家からの広
範な情報収集能力を有することが必要。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財
団のみである。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入
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2563 （財）河川情報センター
平成１７年度河川情報提供業務
（一式）

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年04月01日 1,260,000

近年の災害は、相次ぐ台風の襲来、局地的な集中豪雨、大規模な地震の発生など、甚大
な被害を各地にもたらしている状況にある。そのため、迅速な情報収集を行い、初動体制
に役立てるべく河川情報の共有化が重要となる。
本業務は、国土交通省、気象庁及び都道府県の所有している各種の観測データを一元
的に集約した河川情報等について、「河川流域総合情報システム２００２」を介して河川管
理者が提供を受けるものである。また、この情報は自治体にも提供され、河川情報等の
共有化を図っている。
本業務を遂行するにあたっては、雨量や水位等の観測データをリアルタイムで提供できる
システムを保有しているとともに、関東地方整備局等の河川情報を一元的に集約するた
めに構築されている河川情報システムとレーダ雨量システムの内容特性を十分理解して
いることが必要である。
（財）河川情報センターは、「河川及びその流域に関する情報の収集・処理・加工や提供
に関する調査研究及び技術開発を行う」ことにより、河川及びその流域に関する情報管
理や情報提供の手段を確立し、その成果を広く国民社会に活用し、もって河川の適切な
管理及び利用増進に資すること等を目的に設置されたものである。
当該法人は、「情報の共有による連携」を基本コンセプトとして、「河川流域総合情報シス
テム２００２」を開発・保有し、平成１４年６月から同システムを使用して河川情報提供業務
を実施している。
よって、本業務の目的を達成できる唯一の法人である上記法人と、随意契約を行うもので
ある。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

2564 （財）河川情報センター
平成１７年度河川管理支援及び
河川情報提供業務（一式）

渡辺和足　埼玉県さいたま市中央区新都
心２－１　山中憲治　北海道札幌市北区
北８条西２丁目　森永教夫　宮城県仙台
市青葉区二日町９－１５　柳川城二　新
潟県新潟市白山浦１－４２５－２　大村哲
夫　愛知県名古屋市中区三の丸２－５－
１　藤本貴也　大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４　望月常好　広島県広島市
中区上八丁堀６－３０　横田耕治　香川
県高松市福岡町３４－２６－３２　宮田年
耕　福岡県福岡市博多区博多駅東２－１
０－７

2005年04月01日 217,350,000

当該財団は河川情報提供システムの著作権を有している。また、全国の大量の河川情報
を一元的に提供する情報システムについて、代替性のない特定の知識等を有している。
このため当該財団はiモードによる河川情報を提供出来る唯一の者である。

見直しの余地があるもの

①一般競争入札等に移行するた
めの準備に時間を要するもの
(202,248千円、Ｈ１９年度以降に
一般競争入札に移行)
②随意契約によらざるを得ない
もの(15,102千円)

2565 （財）河川情報センター
ＰＯＲＴＡＬ（７・８月号合併号）１，
５２５部　購入

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年08月02日 2,897,500

・当法人が発行していることによる（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３
項）

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2566 （財）河川情報センター
河川情報誌「川楽版」第４６号　１
６，２００部購入

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年11月14日 7,290,000

当該法人が本書の唯一の発行・販売元である。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2567 （財）河川情報センター
ＰＯＲＴＡＬ（Ｈ１８年１・２月号）
購入

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2006年02月07日 2,878,500

・当法人が発行していることによる（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３
項）

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2568 （財）河川情報センター
平成１７年度河川情報監視・精度
向上検討業務（一式）

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年04月01日 45,465,000

当該財団は河川情報提供システムの著作権を有している。また、システムの開発者とし
て、大量の河川情報を提供する河川情報システムについて代替性のない特定の知識等
を有しており、常時稼働する必要があるシステムに異常が発生した場合においても緊急
対応能力を有している。さらに、災害時の危機管理として、24時間365日のデータ監視体
制を構築して精度の高い監視業務を実施するとともに、県や市町村などからの問い合わ
せにも対応しており、大量の河川情報の監視について代替性のない特定の知識等を有し
ており河川情報の監視、精度向上ができる唯一の者である。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2569 （財）河川情報センター
平成１７年度水文観測データ品
質照査業務（一式）

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年07月07日 33,915,000

当該財団は、高度照査プログラムの著作権を有している。高度照査プログラムの開発者
として、当該プログラムとそれを用いたデータの高度照査について、代替性のない特定の
知識等を有している。また、当該財団は、高度照査のシステムを開発するなど、高度照査
に関して代替性のない特定の研究の成果を有しており、水文観測データの高度照査ので
きる唯一の者である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により上記
法人と随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2570 （財）河川情報センター
平成１７年度　統一河川情報シス
テム運営支援業務（一式）

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年12月27日 12,526,500

当該財団は、統一河川情報システムの著作権を有している。また、システムの開発者とし
て、大量の河川情報を提供する統一河川情報システムについて、代替性のない特定の知
識等を有している。当該財団は統一河川情報システムの定数設定等の改良ができる唯
一の機関である。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2571
（財）建築コスト管理システ
ム研究所

平成１７年度建築複合単価資料
作成業務

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年06月14日 4,410,000

  本業務は、関東地方整備局営繕部で工事発注に使用している営繕積算システムＲＩＢＣ
（複合単価作成システム）を積算基準等の改訂に併せて平成１7年度単価作成に必要な
データの登録及び本システムの改良を行うものである。
　上記財団法人は、公共建築工事積算基準等の基準類の編集発行を行うなど公共建築
物のコスト管理のあり方に関して、社会経済の動向や技術の進展に対応した調査研究、
開発等を行い、公共建築物のコスト管理システムの近代化を推進することにより、社会基
盤として質の高い建築物の整備及び建築技術の向上に資することを目的に設立され、営
繕積算システムＲＩＢＣ（複合単価作成システム）を開発した機関であり、本システムに対
する著作者人格権の同一性保持権（著作権法第２０条第１項）を有している唯一の機関で
ある。本業務のデータ登録及び本システムの改良には一貫性があり、著作者人格権の同
一性保持権を持つ上記財団法人以外では不可能であり、上記財団法人と随意契約を行
うものである。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

2572 （財）国土技術研究センター
治水事業の効率的な事業執行
管理支援方策検討業務

関東地方整備局長　門松　武
埼玉県さいたま市中央区新都心２番地１

北海道開発局開発管理部長　菊池　静
夫
北海道札幌市北区北８条西２丁目

東北地方整備局長　森永　教夫
宮城県仙台市青葉区二日町９番１５号

北陸地方整備局長　柳川　城二
新潟県新潟市美咲町１丁目１番１号

中部地方整備局長　大村　哲夫
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目５番
１号

近畿地方整備局長　藤本　貴也
大阪府大阪市中央区大手前一丁目５番
４４号

中国地方整備局長　甲村　兼友
広島県広島市中区上八丁堀６番３０号

四国地方整備局長　北橋　建治
香川県高松市福岡町四丁目２６番３２号

九州地方整備局長　宮田　年耕
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１
０番７号

2005年12月16日 10,290,000

本業務は、国土交通省が実施する治水事業の効率的な執行管理を行うために構築した
事業執行管理システムについて、その運用を検討するものである。
　　　このシステムは、技術革新等のコスト縮減及び地元調整等による年度事　　業費の
変更、並びに工程変更等を各事業毎に共通に管理することが可能と　　なる。さらに、こ
のシステムを一元的に運用管理することにより、各事業　　の実情を踏まえた適切な予算
配分の検討が、年度内の進捗に応じて容易に　　行えることとなる。
　　　本業務を遂行するにあたっては、治水事業が着手から完成に至るまでの　　事業執
行を管理するシステムの運用を検討するものであるため、治水事業　　に関する行政的視
野を踏まえた高度かつ総合的な知識が必要である。さら　　に、現在施工中の治水事業
の完成に至るまでの執行情報について、各整備　　局等から幅広く情報収集を行い、取り
扱うため、中立的な立場であること　　が求められる。
財団法人国土技術研究センターは、国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査
研究を総合的、かつ、効果的に行うとともに、新しい建設技術の活用と普及に寄与するこ
とを目的として設立されており、「公共事業のマネジメント手法に関する調査検討業務（平
成１１年度）」、「事業執行の効率化のためのマネジメント手法に関する検討業務（平成１３
年度）」等の同種業務の検討実績も豊富であり、上記条件を満たす唯一の法人である。
よって、上記業者と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

2573 （財）国土技術研究センター
河川管理施設の技術的検討業
務（一式）

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２－１
菊地静夫　北海道開発局　北海道札幌
市北区北８条西２－１－１
森永教夫　東北地方整備局　宮城県仙
台市青葉区二日町９－１５
柳川城二　北陸地方整備局　新潟県新
潟市白山浦１－４２５－２
大村哲夫　中部地方整備局　愛知県名
古屋市中区三の丸２－５－１
藤本貴也　近畿地方整備局　大阪府大
阪市中央区大手前１－５－４４
甲村謙友　中国地方整備局　広島県広
島市中区上八丁堀６－３０
北橋建治　四国地方整備局　香川県高
松市福岡町４－２６－３２
宮田年耕　九州地方整備局　福岡県福
岡市博多区博多駅東２－１０－７

2005年12月16日 11,970,000

河川を取り巻く環境の変化に迅速かつ的確に応える河川管理を行っていくため、現行の
河川管理に係る諸課題について、技術的検討を行うとともに、基準等の見直しを適宜実
施していく必要がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本業
務は、ＣＣＴＶカメラを用いた河川監視について、現状把握及び課題の検討を行い、ＣＣＴＶ
カメラの運用に関わる基本的考え方のとりまとめを行うこと及び平成１６年度末に発生し
たインド洋大津波被害に鑑み、我が国の河川管理施設について、大規模地震に伴い発生
が予想される津波に対する河川管理施設の対応方針の検討を行い、河川管理における
技術的課題解決に向けた方策について整理するものとする。
本業務の実施に当たっては、河川管理施設構造令、河川砂防技術基準、工作物設置許
可基準などに精通しているとともに、基準の策定に当たっては河川管理施設に関する高
度な技術力かつ行政的な観点が必要不可欠である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　財団
法人国土技術研究センターは、河川管理施設等構造令、河川砂防技術基準（案）、工作
物設置許可基準等の作成にあたり、各種課題や現状などの河川技術資料のとりまとめを
主体に行うとともに、その解説書の編集も実施するなど、河川管理施設等に関する高度
な知識及び河川全般における総合的な技術力を有している。
以上のことから、財団法人国土技術研究センターは、本業務を実施しうる十分な専門的
知識、高度な技術を有する唯一の機関であるため、随意契約するものである。（会計法第
２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2574 （財）国土技術研究センター
河川行政アカウンタビリティ検討
業務

関東地方整備局長　門松　武
埼玉県さいたま市中央区新都心２番地１

北海道開発局開発管理部長　菊池　静
夫
北海道札幌市北区北８条西２丁目

東北地方整備局長　森永　教夫
宮城県仙台市青葉区二日町９番１５号

北陸地方整備局長　柳川　城二
新潟県新潟市美咲町１丁目１番１号

中部地方整備局長　大村　哲夫
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目５番
１号

近畿地方整備局長　藤本　貴也
大阪府大阪市中央区大手前一丁目５番
４４号

中国地方整備局長　甲村　兼友
広島県広島市中区上八丁堀６番３０号

四国地方整備局長　北橋　建治
香川県高松市福岡町四丁目２６番３２号

九州地方整備局長　宮田　年耕
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１
０番７号

2006年02月01日 29,400,000

治水事業の実施にあたっては、事業の必要性と妥当性について社会的な認知を得ること
が不可欠となっており、河川管理者からの治水事業に関する情報発信は、事業特性に応
じた適切な情報の選択とともに、情報発信先の特性を考慮した有効かつ効率的な情報発
信手法の確立が求められている。
本業務は、情報発信者である河川管理者による広報活動、事業説明手法等の現状と課
題の整理による評価を行うとともに、近年の治水事業に変化をもたらしている要因の抽出
や分析を行うことで既存資料の体系的な整理を行い、適切な情報発信に資する基礎資料
や治水事業の現状を説明するための資料を作成するものである。また、継続的な更新の
仕組みについても検討を行うものとする。
本業務の遂行にあたっては、河川行政及び公共事業の特性等に精通していることが求め
られるとともに、対外的に説明を要する論点の分析や提言ができる技術と経験を有してい
ることが不可欠である。
上記法人は、わが国における建設技術発展の支柱となり、国と社会が要請する新しい建
設技術に関する調査研究を総合的、かつ、効果的に行うとともに、新しい建設技術の活
用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与するこ
とを目的として設置された財団法人である。また、河川、海岸、道路、都市施設、住宅等
の整備、利用、保全その他の管理に関し、特に高度かつ総合的な建設技術を要する調査
研究、並びに建設技術に関する広報及び資料、図書等の刊行、配布等の事業を行ってお
り、「利根川広報企画技術検討業務」、「河川技術情報の活用方法に関する検討業務」
等、河川事業に対する豊富な情報力と高度かつ専門的な知見を有し、河川広報に関連し
た検討実績も豊富である。
以上のことから、上記法人は本業務内容を円滑かつ的確に実施できる唯一の公益法人
であり、他との競争に付することができない。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号を適用し、随意契約を行う
ものとする。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

2575 （財）国土技術研究センター 治水経済調査に関する検討業務

関東地方整備局長　門松　武
埼玉県さいたま市中央区新都心２番地１

北海道開発局開発管理部長　菊池　静
夫
北海道札幌市北区北８条西２丁目

東北地方整備局長　森永　教夫
宮城県仙台市青葉区二日町９番１５号

北陸地方整備局長　柳川　城二
新潟県新潟市美咲町１丁目１番１号

中部地方整備局長　大村　哲夫
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目５番
１号

近畿地方整備局長　藤本　貴也
大阪府大阪市中央区大手前一丁目５番
４４号

中国地方整備局長　甲村　兼友
広島県広島市中区上八丁堀６番３１号

四国地方整備局長　北橋　建治
香川県高松市福岡町四丁目２６番３２号

九州地方整備局長　宮田　年耕
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１
０番７号

2006年01月13日 15,172,500

本業務は、治水事業の実施にあたり必要となる治水経済調査に係る基準の策定検討を
行うものであり。治水事業の便益算定の精度の向上とともに事業効果の対外的な説明責
任を果たすために、より透明性の高いものとする必要がある。また、当該基準は、国土交
通省が実施する治水事業のみならず、都道府県等における治水事業においても活用され
ており、その基準策定には中立性・公平性が不可欠である。
　さらに、当該法人は、費用便益分析の基準改定等に係る検討業務を平成１４年度より実
施し、豊富な経験とともに治水経済調査に関する高い専門的な知識を有していることか
ら、当該法人以外に本業務を実施できる法人が存在しないことは明らかである。
　よって、会計法第29条の３第４項、予算決算及び会計令第102条の４第３号の規定によ
り、上記財団法人と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（１９
年度以降企画競争を実施）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2576 （財）国土技術研究センター
平成１７年度　利根川高水処理
計画検討業務

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年08月09日 53,970,000

平成９年の河川法改正に伴い、河川整備の基本となるべき方針に関する事項（河川整備
基本方針）と具体的な河川整備に関する事項（河川整備計画）を定める新たな計画制度
が導入された。
　本業務は、利根川水系河川整備基本方針及び河川整備計画策定に向けた基礎資料と
して、利根川各河川での既往検討成果をもとに、水系全体の治水バランスや河川計画の
歴史的変遷とその背景を考慮したうえで、利根川の治水計画について社会工学的観点及
び技術的観点からのとりまとめを検討するものである。
業務の遂行にあたっては、利根川の改修の歴史や関係機関との調整経緯を踏まえた治
水計画の変遷及び昭和５５年の利根川水系工事実施基本計画及び利根川江戸川段階
施工計画など、利根川の長期的、中期的治水計画を熟知し、なおかつ洪水防御計画に関
する全国的知見や高度な技術と経験を有し、行政的視点に立った事業の評価や今後の
事業展開を見据えた提言が可能な技術と経験を有していることが不可欠である。
財団法人国土技術研究センターは、国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査
研究を総合的、かつ、効果的に行うことなどにより国民福祉の向上に寄与することを目的
として設立された公益法人であり、河川等に関して整備、利用、保全その他の管理に関し
特に高度かつ総合的な建設技術を有する調査研究を行っている。本法人は「利根川高水
処理対策調査（昭和５２年）」等利根川の治水の基本的な考え方を定めた昭和５５年の利
根川水系工事実施基本計画に係わる種々の検討業務や「利根川江戸川段階施工計画
検討業務（昭和６０年）」等利根川中期計画に係わる一連の検討業務に携わっているほ
か、河川整備基本方針、河川整備計画に関しても「利根川水系治水計画検討業務（平成
１３年）」「利根川水系治水計画（平成１４年）」、「利根川治水計画検討業務（平成１５
年）」、「利根川高水処理計画検討業務（平成１６年）」等の業務を受託した実績を有してお
り、本業務を円滑かつ的確に遂行できる唯一の公益法人だといえる。
    よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定　により、上
記法人と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

2577 （財）国土技術研究センター
堤防決壊時の緊急復旧計画技
術検討業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年11月30日 40,950,000

本業務は、防災対策の一層の高度化に資することを目的としている。具体的な検討内容
は、特に被災規模の大きい拡散型氾濫域及び海抜ゼロメートル地帯の堤防が決壊したこ
とを想定して、迅速に氾濫水を抑制・軽減する緊急復旧工法及び現場条件を加味した具
体的な緊急復旧に関する行動計画についての検討である。本業務で検討を行う特に大規
模な緊急復旧工法については、技術的に未開発な分野であり、道路、河川等の利用、管
理に関し、特に高度かつ総合的な建設技術を要すること、関係行政機関等他機関との連
携が必要なことを踏まえれば、緊急復旧工法に関する高度で専門的な知見及び河川行
政に関する豊富な知識を有するとともに、中立的な立場から検討を行うことが不可欠であ
る。財団法人国土技術研究センターは、国と社会が要請する新しい建設技術の活用と普
及を行うことにより、建設技術の向上を図り、国民福祉の向上に寄与することを目的に設
立された団体である。同センターは、これまでに「堤防決壊部緊急復旧工法マニュアル」
（平成元年６月）の作成等を通じて緊急復旧工法に関する高度で専門的な知見を蓄積し
てきているとともに、「水防システム検討業務」、「水災防止のあり方に関する検討業務」等
の実績から技術面にとどまらない行政分野における知識も豊富であると言え、その設立
目的に照らせば、中立的な立場から本業務を円滑かつ効率的に遂行することのできる唯
一の者である。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

2578
（財）日本建設情報総合セ
ンター

平成１７年度　河川現況調査業
務（一式）

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年12月27日 40,782,000

近年、河川行政の適切な運営と河川事業の円滑な実施のために、流域内の人口や資産
等の実態把握が必要され、国土交通省（河川局）では、全国統一の調査時点と調査手法
による「河川現況調査」を、昭和３８年より概ね５年毎に実施している。
本業務は、関東地方整備局管内の１級水系を対象に、流域内及び想定氾濫区域内の人
口、公共施設、民間資産等について、「河川現況調査要綱」に基づく調査を行うものであ
る。
また、全国統一指標に基づく調査を行い、過去のデータや他の流域データ等との比較や
評価を適確に行うため、「河川現況調査」に精通した技術力及び各電子データの妥当性
の検証、フォーマットのチェック、流域内の統計データ集計など本調査独自の専門技術が
必要である。
（財）日本建設情報総合センターは、建設事業の円滑な執行に資する情報システムの調
査研究を行い、これを広く普及するとともに、建設情報の提供を行うことにより、建設技術
の向上、事業の効率化、国土の安全かつ有効利用の促進を図り、もって国民生活の高度
化及び経済の活性化に資することを目的に設立されたものである。
当該法人は、河川現況調査要綱作成に携わると共に、河川現況調査を実施するなど豊
富な実績を有しているとともに、調査にともない作成された電子データの点検システムや
集計システムを独自開発するなど専門技術を有している。
以上のことから（財）日本建設情報総合センターは、本業務を遂行しうるに十分な知識、
経験、能力を有し、業務内容に精通していることから、本業務を円滑に遂行できる唯一の
法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、上記
法人と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2579 （社）関東建設弘済会
管理業務支援システムデータ
ベース構築業務委託

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年12月15日 7,140,000

当該システムのデータベース構築については、当整備局の各種対応事例・判例・運用通
達等の各データの内容を精査し、道路管理又は河川管理事務の視点から整理し、専門
的な知識に基づきデータの分類を行うものである。また、各種対応事例・判例・運用通達
等の各データに関連するデータの情報を付与し、データの連携を図ることにより、データ
検索の利便性を向上させるものである。本業務は、より管理業務支援システムの充実と
利用者の利便性の向上を図るため、昨年度の成果をふまえ、これまでに構築したデータ
ベースの充実化及び追加構築（データベースの補完、分類の精査等）を行うものである。
業務の遂行にあたっては幅広い専門的知識及び既に登録されたデータについての知識
が必要不可欠である。
社団法人　関東建設弘済会は、建設行政の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に
寄与することを目的に設立された公益法人であり、従来から道路及び河川管理事務に関
する情報管理及び技術資料管理等に精通している。当該法人は道路管理及び河川管理
についての豊富な知識や経験を持つものであり、かつ、守秘義務の履行を求め得る者で
ある。また、当該法人は平成１４年度のデータベース構築当初からの本業務の受託業者
である。平成１４年度・１５年度にはデータを分析・精査のうえ、データベースの基本構築を
行い、平成１６年度にはデータの分析・精査のみならずデータベース分類をさらに細分化
したうえで追加構築を行っており、その手法には年々高度な専門的知識が必要となってき
ていることから、本業務について、行政の視点により円滑に遂行できる唯一の法人であ
る。
よって、上記法人以外では、頭書の目的を達成できないと判断されるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号を適用し、社団法人　関東建設弘済会と随意
契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2580 （独）土木研究所 水環境の評価に関する調査
門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年11月04日 40,000,000

環境ホルモンについては、平成１０年度より国土交通省として全国調査に着手し、実態を
把握してきているところである。しかし、環境ホルモンの各物質の濃度は、超微量であり、
物質によっては、分析方法は多岐にわたり、一部では、実用化されているが明確に定めら
れていない状況である。
　このような状況の中で、河川流域を対象として、環境ホルモン等有用なデータを得るた
めの精度管理手法の確立を行うとともに、流域条件と水量・水質の関係把握、栄養塩の
実態と栄養ポテンシャルの評価、水質と生物影響の関係、特に一次生産に対する影響評
価、都市排水が水生生物に与えるホルモン作用の解明を行うものである。
　以上のようなことを解明していくためには、国民生活及び社会経済の安定等の公共上
の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって
直接実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されな
いおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的か
つ効果的に行わせることを目的として設立され、具体的には現象・メカニズムの解明等の
先導的・基礎的な研究開発を行っている独立行政法人土木研究所である。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの
18年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないとした
もの

2581 （財）海洋架橋・橋梁調査会 道路橋検査路検討業務
門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年10月24日 13,230,000

　本業務の遂行にあたっては、橋梁の専門技術を熟知していることはもとより、道路橋に
関する専門的かつ高度な保全技術知識と経験の蓄積が必要である。また、道路行政に
精通し、道路管理者の視野に立った判断が不可欠である。
　財団法人海洋架橋・橋梁調査会は、「橋梁に関する技術、経済、環境その他の問題に
ついての調査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることによって国
民経済の発展と国民生活の向上に寄与すること」を目的に設立された財団法人である。
また、当財団は道路橋等の保全に関する高度な技術と豊富な実績を有する財団法人道
路保全技術センターの橋梁部門を平成１６年度に移管し発足した組織であり、財団法人
道路保全技術センターにおいては、平成１５年度まで直轄国道の橋梁定期点検等の実績
を有し、既設橋梁の構造特性及び施工条件を熟知している他、定期点検要領、既設橋梁
の耐震補強マニュアル（案）等の各種マニュアルを作成していた。
　以上より、道路橋の保守点検のための検査路に係る構造及び管理・運営に関する専門
的かつ高度な保全技術知識と経験を有する公平中立な立場の公益法人は、財団法人海
洋架橋・橋梁調査会をおいて他にはない。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第３号の規定によ
り、財団法人海洋架橋・橋梁調査会と随意契約するものである。

問題があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）
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2582 （財）計量計画研究所
道路行政の効率的な執行に向け
た調査検討業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2006年01月19日 11,550,000

　本業務は、事業遅延によって生じる損失に関し、外部経済指標等を用いて算出した試
算値について、海外実績との比較検証により、事業再評価で活用できるよう検討するもの
である。
　本業務の遂行にあたっては、社会経済指標、経済損失及び事業評価に熟知しているこ
とが必要である。
　財団法人計量計画研究所は、我が国及び諸外国の政治・経済・社会事象の数量的な
調査研究を実施し、都市交通計画等の合理的政策決定に関する知識普及に寄与するこ
とを目的として設立された公益法人である。また、道路計画、交通需要及び社会経済指
標の算出に関する高度な知識と豊富な経験を有しており、道路事業における各段階の政
策決定に必要なデータのとりまとめや関連の海外事例等の収集を実施している。
　　「道路事業の新たな費用便益分析手法検討」に取り組む等、全国ベースの「事業遅延
による経済損失」の算出方法や、海外研究機関との協同研究を実施するなど、国外の社
会経済の指標について精通していることから、本業務に必要な要件を備えた唯一の契約
対象機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定
により、随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

2583
（財）交通事故総合分析セ
ンター

平成１７年度交通事故分析業務
門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年12月05日 35,112,000

交通事故統合データベースは、交通事故の特性や原因を解析するため、道路管理者が
保有するデータ及び管理図と交通管理者が保有する交通事故原票　を統合させたもので
あり、昭和６３年から管内の交通事故について作成・蓄積し、効果的な交通安全対策の立
案に資するものである。
　本業務は、平成１６年の関東地方整備局管内の政令市の市道以上で発生した交通事
故について交通事故統合データを作成し、これまでのデータベースに追加・更新を行うと
ともに、マクロ的な解析及び過年度業務で作成した交通事故対策データベースの追加更
新とオンライン化を行う業務である。
  本業務の実施にあたっては、交通事故統計原票等、道路交通法１０８条１７で規定され
る特定情報を取り扱う必要があり、特定情報の扱いは、道路交通法第１０８条の１３の指
定を受けた法人のみが行える極めて特殊な業務であり、それを有する者と随意契約を行
うものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2584 （財）交通統計研究所
平成１７年度道路交通センサスＯ
Ｄ調査における営業用車実査関
連

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年08月30日 45,654,000

本業務の履行にあたっては、以下の条件を満たすことを必要とする。①営業用車の調査
で取り扱う情報は企業秘密に属する情報であることから、公平・中立的かつ非営利的立
場からの調査が必要。②交通運輸に関する業務知識、各種運輸関係報告帳票に関する
知識及びバス・トラック・タクシー協会等に調査を依頼・指導・監督した経験を有しており、
短期間に効率的な調査が可能であること。③大量の車両データを扱うことから、交通統計
調査に関する処理能力を十分に有していること。財団法人交通統計研究所は、交通統計
の理論及び方法の研究並びに調査作成を行い、交通統計の改善・発達及びその普及を
図って交通事業の発展に貢献することを目的として設立された公益法人であり、昭和37
年に運輸省の認可により設立された交通統計専門の唯一の財団である。また、同法人は
40年以上にわたり交通統計に関する情報の収集・整備の他、交通統計調査の実施及び
分析を行い、バス・トラック・タクシー協会等に調査を依頼・指導・監督した経験を有し、短
期間に効率的な調査が可能であり、処理能力を十分有している財団である。よって本業
務を遂行する上で必要とされる条件を満たし業務実施能力を有している 適な法人であ
る。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号」の規定により随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2585 （財）国土技術研究センター 道路行政マネジメント検討業務
門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年11月17日 57,225,000

財団法人国土技術研究センターは、国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査
研究を総合的かつ効果的に行うために、新しい建設技術に関する情報の収集、管理及び
提供を行い、建設技術に関する広報を実施して、建設技術の向上を図り、もって国民福祉
の向上に寄与することを目的として設立された財団法人である。また、「建設マネジメント
体系の研究」、「コミュニケーション型国土交通行政における行政広報手法に関する研究」
等の自主研究に取り組むなど、新しい道路行政マネジメントに関する高度な知識と豊富な
経験を有しているとともに、国土交通省道路局において実施している「道路計画に関する
新手法の研究」に参画しており、道路行政マネジメントに関する諸課題について熟知して
いることから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2586 （財）国土技術研究センター
平成１７年度道路景観を対象とし
た効果的な啓発活動に関する検
討

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年10月03日 3,381,000

本業務は、関東地方整備局の道路景観をより良くしていくための啓発活動、情報発信等
を展開するにあたり、景観に関する学識経験者等から構成され、道路景観に関しての啓
発活動等様々な取り組みを行っている「道と景観の会」と連携を図り、良好な道路景観形
成に向けた効果的な啓発活動方策を検討するものである。本業務を遂行するに当たって
は、道路の機能・役割や、まちづくりに関する技術的知識に加え、道路景観形成に関する
広報計画について高度な知識と豊富な経験を有していることが必要である。また、国内の
法制度や事業制度等の行政的な知見を有するとともに、多様な景観への対応にあたり良
好な道路景観の事例を幅広く把握している必要がある。財団法人　国土技術研究セン
ターは、国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合的かつ効果的に
行うとともに、新しい建設技術の活用と普及を行うことより、建設技術の向上を図り、もっ
て国民福祉の向上に寄与することを目的として設立された公益法人であり、これまでに景
観に関する学識経験者等から構成され、道路景観に関しての啓発活動等様々な取り組
みを行っている「道と景観の会」の事務局を務めており、当会の運営を含めた広報の検討
及び評価分析に関する高度な知識と豊富な経験を有していることから、本業務を遂行す
るに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

2587
（財）自動車検査登録協力
会

特殊車両に係る車検証情報提供
業務

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年09月29日 22,134,000

本業務の遂行にあたっては、ＭＯＴＡＳに登録されている膨大な自動車登録情報約５，２０
０万台から特殊車両に該当する約４０万台のデータを抽出し、電子データの形式に編集処
理を行う必要がある。これを行うには、自動車交通局長が定めた「自動車登録・検査に係
る情報の取り扱いに関する基本方針」で規定している自動車検査登録情報の抽出・編集
処理及び提供について、適正且つ確実に行うための管理体制及び技術的能力を有し、自
動車交通局長の承認を受けている者でなければならない。
　財団法人自動車検査登録協力会は、国の実施する自動車検査登録行政の円滑な遂行
に協力することにより公共の福祉を増進することを目的に設立され、自動車交通局長から
自動車登録情報の抽出・編集処理及び提供について適正且つ確実に行うための管理体
制及び技術的能力を有する者として唯一承認を受けている機関であり、本業務を遂行す
るに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。　よって、「会計法第２９条の３第４
項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するも
のである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2588
（財）自動車検査登録協力
会

平成１７年度道路交通センサスＯ
Ｄ調査における普通自動車抽出
関

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年08月30日 7,405,545

本業務を円滑に遂行するにあたっては、次の条件が必要となる。・本調査で取り扱う情報
（自動車登録番号、登録年次、自動車の種別、使用の本拠、使用の本拠の位置、使用者
の氏名又は名称、使用者の住所ほか）は個人情報・企業秘密に属する情報であり、情報
セキュリティの確保ができる機関であること。社団法人自動車検査登録協会は、国が実施
する自動車検査登録行政に協力することにより、くるま社会の健全な発展に寄与し、公共
の福祉増進を目的にして設立された公益法人であり、国土交通省が収集・管理する自動
車保有に関する統計データを同省の承認を得てデータの管理・公表を行うとともに、個別
の要望に応じたデータの提供をしている唯一の機関である。　よって、「会計法第２９条の
３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結
するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2589 （財）駐車場整備推進機構 ＤＳＲＣ実証実験検討業務委託
渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年09月14日 88,725,000

駐車場におけるＥＴＣの活用という新規施策の社会実験の実施にあたっては、駐車場整
備に関する高度な知識、経験が必要であるとともに、駐車料金のクレジットカード決済を
行うので、利用者の個人情報の保護の必要性があるため。なお、平成１９年度以降の契
約については契約方法を見直す。
会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号 その他のもの －

2590 （財）道路環境研究所
道路環境と健康影響に関する調
査業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年12月27日 59,850,000

財団法人道路環境研究所は「良好な道路環境を確保するための諸方策を総合的、科学
的に調査研究すること等により、道路及び道路交通の健全な発展に貢献し、もって国民
経済の発展と国民生活の向上に寄与」することを目的として設立された法人であり、医学
系専門家からなる「大気環境専門委員会」や法学系専門家からなる「道路管理研究委員
会」を常設し、「沿道住民等の健康影響等に関する調査・研究」「道路の建設・管理に係る
紛争の解決に関する調査・研究」等、道路環境係争について多角的な検討を実施してい
る。
また、道路環境行政の専門的な調査研究や沿道居住者を対象とした専門的で公正な調
査研究を多数行い、本件に関連した諸事情の詳細においても熟知している。さらに、川崎
訴訟、東京訴訟等の国土交通省が携わる道路環境訴訟に関して高度かつ 新の専門的
技術、知識を有するとともに、専門家・学識経験者からの知識、技術及び情報の収集につ
いての豊富な人脈を有していることから、本業務の遂行に必要な要件を備えた唯一の契
約対象機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2591 （財）道路新産業開発機構 ＶＩＣＳシステム更新検討業務
門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年10月27日 75,390,000

本業務の実施にあたっては、全国のVICSとの互換性・整合性を確保するとともに、正確
かつ円滑な移行作業の実施が必要である。道路新産業開発機構は、VICSに関する基本
仕様書・データフォーマット等のインターフェース仕様に関しての著作権を有し、研究開発
から全国のシステム設計及び運用開始当初の作業全般に関わるとともに、VICSならびに
既往関連システムの構成についても熟知している等、本業務を遂行するに必要な技術的
知識と経験を有した唯一の法人である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
の規定により、随意契約の相手方として選定するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2592
（財）日本デジタル道路地図
協会

デジタル道路地図更新業務
門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年12月05日 71,925,000

「デジタル道路地図データベース」は、官民の取り決めに基づき双方の負担により作成・
更新されており、その著作権を有している唯一の財団であるため。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定
により、随意契約の相手方として選定するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2593
（財）日本道路交通情報セ
ンター

特殊車両に係る通行障害箇所調
査業務

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年06月23日 119,910,000

本業務の履行にあたっては、全国の道路管理者から提出された２万件もの膨大な道路障
害データ等をこれまでの蓄積データと合わせて統一的判断基準に基づき一元的処置を短
期かつ集中的に執行する必要があり、さらに許可事務を適切かつ効率よく行うことができ
る資料とする必要がある。また、特殊車両の通行指導・取締りにあたっては、警察署と協
議し緊密な連携のもと実施しているところであり、本業務において製作した道路情報便覧
データが許可審査に使用されていることから、警察及び道路管理者双方の情報・考え方
を的確に収集・判断できる能力が求められる。財団法人日本道路交通情報センターは、
道路利用者の安全と利便を図るため、道路及び道路交通に関する情報の収集及び提
供、調査、研究、試験等を行い、もって道路交通の安全と円滑化に寄与するとともに、産
業の進展に即応した道路網の体系的整備に貢献することを目的として設立された財団で
あり、特殊車両通行許可制度創設当初から当業務を、毎年度継続して調査および審査を
行ってきた豊富な経験と知識を蓄積しており、さらに道路管理者と都道府県公安委員会で
調整の整った全国の道路基礎資料および道路整備状況等の蓄積情報を有している。ま
た、特殊車両以外の情報提供業務（インターネット、放送等）を通して道路状況変化に係
る情報を日常的に収集しており、新たに収集する道路情報便覧データについて適切に判
断できる経験者を有している事から、本業務を効率的に遂行するに必要な要件である豊
富な経験と知識を備えた契約対象機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地があるもの 一般競争等に移行するもの

2594 （社）関東建設弘済会 「道の相談室」補助業務委託
渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年04月01日 58,800,000

　本業務の履行にあたっては、職員の補助として国民から寄せられる各種の問い合わ
せ、意見・要望及び苦情等の相談に対して、関係法令及び管理基準や通達等に精通して
いるとともに、道路行政を十分理解し適切に対応を行う必要がある。
　　（社）関東建設弘済会は、「道の相談室」が設立された平成１０年度から当該業務に携
わっており、道の相談室に関するノウハウを多く蓄積しており、道路事業に関わる管理業
務を多数実施している。
　　また、関係技術職員の教育に努め、道路行政に係わる専門的知識を有する者を多く
有している。業務の遂行にあたっては、この業務の目的と意義を十分に理解している。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定
により、随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2595 （社）関東建設弘済会
平成１７年度協定等資料作成補
助業務委託

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年06月22日 6,300,000

本業務の遂行にあたっては、関東地方整備局の受委託及び附帯の協定等に関する事務
要領等を熟知していることはもとより、業務の性質上、以後の事業展開や工事の発注計
画等に係わる情報も扱うことから、広く行政的視野に立った豊富な知識や経験と中立性・
公正性及び情報に係る守秘義務が求められる極めて特殊な業務である。さらに、業務内
容を充分に理解し、専門的な知識に精通して照査チェックを行なえる実施体制を有してい
る必要がある。
上記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目
的に設立された公益法人であり、本業務実施に必要な豊富な知識・経験があり、円滑な
実施体制を有しているとともに、過年度においても同様な業務を実施していることから、本
業務を遂行する必要な要件を備えた唯一の団体である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2596
（社）全国軽自動車協会連
合会

平成１７年度道路交通センサスＯ
Ｄ調査における軽自動車抽出関
連

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年09月05日 4,095,000

本業務を円滑に遂行するにあたっては、次の条件が必要となる。・本調査で取り扱う情報
（自動車登録番号、登録年次、自動車の種別、使用の本拠、使用の本拠の位置、使用者
の氏名又は名称、使用者の住所ほか）は個人情報・企業秘密に属する情報であり、情報
セキュリティの確保ができる機関であること。社団法人全国軽自動車協会連合会は、軽自
動車の盗難詐欺等による不正届出及び不正検査申請等の防止対策を確立し、その届出
及び検査申請等の業務の健全化を図ることにより国の行う行政に協力し、もって我が国
のモーターリゼーションの健全な発展に寄与するとともに公共の福祉増進することを目的
に設立された公益法人であり、道路運送車両法に定められた軽自動車協会から唯一承
認を受け、国土交通省が収集・管理する自動車保有に関する統計データを同省に代わっ
て公表するとともに、個別の要望に応じたデータの提供をしている機関である。　よって、
「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定によ
り随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2597 （財）建設業振興基金
平成１７年度建築・電気工事施工
管理技術者台帳等作成補助業
務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2006年01月30日 10,177,956

　本業務は、１級・２級建築施工管理技術者及び１級・２級電気工事施工管理技術者に関
する技術検定合格証明書の作成及び各施工管理技術者台帳の作成を行うものである。
　本業務の実施者には、台帳に氏名のほか本籍、生年月日、住所の個人データが含まれ
ているため、特に守秘義務が必要である。
  上記相手方は、建設業法に基づく指定試験機関として、国土交通大臣の指定を受け１
級・２級建築施工管理技術検定試験及び１級・２級電気工事施工管理技術検定試験を実
施しており、合格者に関する名簿を有する唯一の機関である。
　（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 「公募手続きを導入」

2598
（財）建築コスト管理システ
ム研究所

営繕積算システム（ＲＩＢＣ）賃貸
借

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年04月01日 2,052,750

「営繕積算システムＲＩＢＣ」は、各府省庁の統一基準である「公共建築工事基準」、「公共
建築工事標準歩掛り」、公共建築工事共通費積算基準」及び「公共建築工事内訳書標準
書式」に基づく積算システムで、特に複合単価においては、毎年行われる標準歩掛りの改
正及び市場単価の追加に的確に対応している。また、間違いのない確実な計算及び高い
機密性を保持するなど、公共建築工事においてその使用に耐えうる性能を有する唯一の
積算システムである。なお、同システムは、国土交通省、各都道府県及び政令指定都市
で構成されている「営繕積算システム等開発利用協議会」の意向を基に同研究所が開発
したものであり、同研究所がシステムの賃貸借及びサポートに係る業務履行できる唯一
の者である。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの ー

2599
（財）建築コスト管理システ
ム研究所

平成１８年度建築複合単価資料
作成業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2006年02月13日 4,200,000

  上記財団法人は、公共建築工事積算基準等の基準類の編集発行を行うなど公共建築
物のコスト管理のあり方に関して、社会経済の動向や技術の進展に対応した調査研究、
開発等を行い、公共建築物のコスト管理システムの近代化を推進することにより、社会基
盤として質の高い建築物の整備及び建築技術の向上に資することを目的に設立され、営
繕積算システムＲＩＢＣ（複合単価作成システム）を開発した機関であり、本システムに対
する著作者人格権の同一性保持権（著作権法第２０条第１項）を有している唯一の機関で
ある。本業務のデータ登録及び本システムの改良には一貫性があり、著作者人格権の同
一性保持権を持つ上記財団法人以外では不可能であり、上記財団法人と随意契約を行
うものである。
　（会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

2600 （財）建築保全センター
筑波地方合同庁舎使用調整に
かかる検討資料作成業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2006年01月31日 6,510,000

　現在、国土交通本省官庁営繕部において、財団法人建築保全センターと「大規模リ
ニューアルの導入促進に向けた検討資料作成業務」が契約されており、その中で、国家
機関の建築物のリニューアルに伴う余剰床を国以外の利用（民間利用等）させる場合の
保全の在り方について検討作業が行われている。
　本業務は、筑波地方合同庁舎をモデルとして余剰床を民間等に賃貸する場合の手続等
を検討するための資料作成を行うとともに、適切な方法で契約対象者の決定を行うため
の具体な検討を行うものであり、上記業務と一体的に実施する必要がある。
　（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 「公募手続きを導入」

2601 （財）全国建設研修センター
平成１７年度管工事施工管理技
術者台帳等作成補助業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2006年01月18日 3,622,500

　本業務は、１級及び２級管工事施工管理技術者に関する技術検定合格証明書の作成
及び管工事施工管理技術者台帳の作成を行うものである。
　本業務の実施者には、台帳に氏名のほか本籍、生年月日、住所の個人データが含まれ
るため、特に守秘義務が必要である。
上記相手方は、建設業法に基づく指定試験機関として、国土交通大臣の指定を受け１級
及び２級管工事施工管理技術検定試験を実施しており、合格者に関する名簿を有する唯
一の機関である。
　（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 「公募手続きを導入」
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2602 （財）公共用地補償機構
平成１７年度営業休止補償の得
意先喪失補償に関する調査研究
業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年08月03日 16,999,500

本業務は、適正な営業休止補償の得意先喪失補償を実施するため、全国的な得意先喪
失補償額の算定に関する運用の実態と運用上の課題等に関する実態調査と類型別の整
理を行い、実態に即した算定基準についての検討を行うものである。　　　　　　　　そのた
め本業務の実施にあたっては、①営業補償を含めた損失補償基準体系を熟知しているこ
と、②得意先喪失補償の補償理論、補償額に含まれている構成内容、補償上の課題及
びその実務に精通するなど、現行の「売上減少率表」を熟知していることが必要である。
財団法人公共用地補償機構は、損失補償基準等の制度に関する調査・研究並びに損失
補償等に関する調査・算定及び精度監理を全国規模で行っており、過去に①同財団が実
施した補償基準に関する「一般補償基準の点検に関する調査研究」及び「公共補償基準
の総合点検に関する調査研究」等の研究成果を基に「一般補償基準」並びに「公共補償
基準要綱の運用申し合せ」の一部改正が行われた実績、②現行の「売上減少率表」は、
平成元年度に同財団が中央用地対策連絡協議会からの委託により行った「営業補償に
おける得意先喪失補償についての研究」の成果を踏まえて策定された実績がある。本業
務を行うために必要な全国的な範囲での事例収集やその分析に高度な知識・経験・能力
を有している唯一の請負先であると認められるので、財団法人公共用地補償機構と随意
契約するものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（平
成１９年度から企画競争を実施
し、その後総合評価による一般
競争を検討）

公募手続を導入

2603 （財）公共用地補償機構
平成１７年度公共施設等の建設
費算定にあたっての耐用年数等
に関

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年08月03日 12,999,000

本業務は、各地方整備局等における公共施設等の建設費算定に関する運用実態及び各
公共施設管理者等に対する実態的耐用年数等の実態調査を踏まえ、補償額の算定にあ
たっての実態的耐用年数及び残価率の検討を行うものである。そのため本業務の実施に
当たっては、①「公共補償基準」及び「運用申し合せ」を含めた損失補償基準体系に熟知
していること。②一般補償における工作物や機械工作物の耐用年数や残価率等との考え
方の整合性を図るため、これらに精通し専門的な知識及び経験を有することが必要であ
る。財団法人公共用地補償機構は、公共事業の施行に伴う損失補償基準等の制度に関
する調査・研究並びに損失補償基準等に関する調査算定及び精度監理を全国的に行っ
ており、過去に、①同財団が実施した補償基準に関する「公共補償基準の総合点検に関
する調査研究」及び「一般補償基準の点検に関する調査研究」等の研究成果を基に「公
共補償基準要綱の運用申し合せ」並びに「一般補償基準」の一部改正が行われた実績が
あること、②平成１６年度に関東地方整備局等が発注した、「工作物補償のあり方に関す
る調査検討業務」において、一般補償における工作物等の実態的な耐用年数及び残価
率の認定に関し十分な成果を上げている。したがって、本業務を行うために必要な全国的
な範囲での事例収集やその分析に高度な知識・経験・能力を有している唯一の請負先で
あると認められるので、財団法人公共用地補償機構と随意契約するものである。（会計法
第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（平
成１９年度から企画競争を実施
し、その後総合評価による一般
競争を検討）

公募手続を導入

2604
（財）建設業情報管理セン
ター

建設業情報管理システム電算処
理業務（４、５、６月分）

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年10月05日 2,159,855

　本業務は、建設業許可事務等を行う国土交通省（地方支分部局及び沖縄総合事務局）
及び都道府県（以下「許可行政庁」という。）が、同一のデータベースに自らが許可した建
設業者に係る技術者等のデータを登録することで、
①　建設業者間における技術者の名義貸し等を防止する
②　建設業者の許可情報等を許可行政庁間で共有する
ことにより、建設業者に対する指導監督業務を適正に行う
こと等を目的とするものであり、すべての許可行政庁が同一のシステムを活用して行う必
要がある。
　左記財団法人の建設業情報管理システムは、上記目的のために、国土交通省及び４７
都道府県が取り決めの上構築されたシステムであり、左記財団法人を唯一の契約先とせ
ざるを得ない。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

その他のもの
ー（随意契約によらざるを得ない
もの）

2605
（財）建設業情報管理セン
ター

建設業情報管理システム電算処
理業務（７，８，９月分）

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年10月21日 2,773,750

　本業務は、建設業許可事務等を行う国土交通省（地方支分部局及び沖縄総合事務局）
及び都道府県（以下「許可行政庁」という。）が、同一のデータベースに自らが許可した建
設業者に係る技術者等のデータを登録することで、
①　建設業者間における技術者の名義貸し等を防止する
②　建設業者の許可情報等を許可行政庁間で共有する
ことにより、建設業者に対する指導監督業務を適正に行う
こと等を目的とするものであり、すべての許可行政庁が同一のシステムを活用して行う必
要がある。
　左記財団法人の建設業情報管理システムは、上記目的のために、国土交通省及び４７
都道府県が取り決めの上構築されたシステムであり、左記財団法人を唯一の契約先とせ
ざるを得ない。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

その他のもの
ー（随意契約によらざるを得ない
もの）
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2606
（財）建設業情報管理セン
ター

建設業情報管理システム電算処
理業務（１０，１１，１２月分）

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2006年01月16日 2,925,400

　本業務は、建設業許可事務等を行う国土交通省（地方支分部局及び沖縄総合事務局）
及び都道府県（以下「許可行政庁」という。）が、同一のデータベースに自らが許可した建
設業者に係る技術者等のデータを登録することで、
①　建設業者間における技術者の名義貸し等を防止する
②　建設業者の許可情報等を許可行政庁間で共有する
ことにより、建設業者に対する指導監督業務を適正に行う
こと等を目的とするものであり、すべての許可行政庁が同一のシステムを活用して行う必
要がある。
　左記財団法人の建設業情報管理システムは、上記目的のために、国土交通省及び４７
都道府県が取り決めの上構築されたシステムであり、左記財団法人を唯一の契約先とせ
ざるを得ない。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

その他のもの
ー（随意契約によらざるを得ない
もの）

2607 （財）建設経済研究所
管内建設業動向調査検討業務
委託

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2006年01月25日 9,450,000

(財)建設経済研究所は、公共投資、建設産業経済に関する調査研究を行い望ましい国土
形成と建設産業の発展に資するための機関として、行政的・不偏的な立場・視点に基づく
信頼性の高い分析力のみならず建設業に関する広範かつ高度な知見を有する者である
ため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行
（18より企画競争に移行、その後
総合評価方式による一般競争を
検討）

2608 （財）浄化槽設備士センター
平成１７年度浄化槽設備士台帳
等作成業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年09月15日 2,541,000

浄化槽法及び浄化槽設備士に係る講習等に関する省令に基づき指定された唯一の試
験・講習機関である㈶浄化槽設備士センターが、同法及び同省令に基づく浄化槽設備士
試験・講習の結果、同資格を取得した者に関し特有に蓄積され保存されている代替性の
無いデータを用いて、浄化槽設備士免状、浄化槽設備士証及び浄化槽設備士台帳の作
成を行うものであるため。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2609 （財）全国建設研修センター
平成１７年度造園施工管理技術
者台帳等作成業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年11月18日 2,100,000

本業務は、１級及び２級造園施工管理技術者に関する造園施工管理技術者台帳及び技
術検定合格証明書の作成並びに再交付、書き換えを行うものである。
　　本業務の実施にあたっては、１級及び２級造園施工管理技術検定試験合格者に関す
る名簿が必要不可欠である。
　　上記相手方は、建設業法第十七条の十五に基づく指定試験機関として、国土交通大
臣の指定を受け、１級及び２級造園施工管理技術検定試験を実施しており、合格者に関
する名簿を有し、造園施工管理技術者台帳の作成にあたって、中立性、公平性を保たれ
る機関であり、昭和６１年度以来行っている者である。
　　よって、会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規程により、財団法人
全国建設研修センターと随意契約をするものである。

2610 （財）地域開発研究所
首都圏における都市構造を踏ま
えた連携まちづくり方策検討業
務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2006年02月15日 7,980,000

本業務の遂行に当たっては、都市構造の正確な分析とその将来予測を的確に行う専門
的知識及び能力が必要であり、財団法人地域開発研究所は、都市・地域構造の分析に
おいて、ある項目についてその都市・地域が全国的に見てどの程度特化しているかを示
す「特価係数」と、その項目が将来においてどの程度成長するかを示す「拡大指数」を併
用して用いる独自専門的な解析方法（「レイト・シェアモデル」）を有しているため
「（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）」

その他のもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

2611
（財）不動産適正取引推進
機構

宅地建物取引業免許及び閲覧シ
ステム電算処理業務

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年04月01日 4,579,020

　宅地建物取引業免許事務等処理システム（以下「システム」という。）は、宅地建物取引
業免許等審査事務を全国オンラインネットワーク化して免許（大臣、知事・業者）、登録
（知事、取引主任者）の厳正化、迅速化を図ろうとするものであり、具体的には、国土交通
大臣免許については、総合政策局不動産業課に設置する端末機から、個別の審査事項
を入力し、ＮＴＴの通信回線で中央のコンピュータにつなぎ、効率的なデータ処理を行うと
ともに、入力情報の相互チェックにより免許審査を行おうとするものである。
　財団法人不動産適正取引推進機構は、本システムの開発を行い、システムのハード・ソ
フトの両面に習熟しており、また、システムの運用・管理について、宅地建物取引業免許
権者間（国土交通省及び都道府県）において同財団を「管理・運営機関」とする取り決め
がされていることから、本業務を処理させることのできる唯一の団体である。よって、同財
団と随意契約するものである。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2612
（財）不動産適正取引推進
機構

宅地建物取引業者名簿登載事
項変更届出書に係るデータ作成
業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年07月20日 1,055,054

　本業務は、宅地建物取引業大臣免許に係る変更届出書を届出単位に電算入力を行
い、宅地建物取引業免許事務等処理システムによりデータベースを登録するとともに、登
録したデータについて届出単位に業者台帳を作成するものである。
　機構は、宅地建物取引業免許のシステムのメインサーバや集中管理のための監視用
端末等により構成されるセンターシステムを管理下においていることから、本業務を行うこ
とができる唯一の団体であるため、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号の規定により、随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札に移行
（19年度から移行）

単価契約



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2613
（財）不動産適正取引推進
機構

宅地建物取引業者名簿登載事
項変更届出書に係るデータ作成
業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2006年01月13日 1,180,718

　本業務は、宅地建物取引業大臣免許に係る変更届出書を届出単位に電算入力を行
い、宅地建物取引業免許事務等処理システムによりデータベースを登録するとともに、登
録したデータについて届出単位に業者台帳を作成するものである。
　機構は、宅地建物取引業免許のシステムのメインサーバや集中管理のための監視用
端末等により構成されるセンターシステムを管理下においていることから、本業務を行うこ
とができる唯一の団体であるため、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号の規定により、随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札に移行
（19年度から移行）

単価契約

2614 （社）高層住宅管理業協会
マンション管理業務主任者登録
申請に係る登録通知作成及び同
主任者証作成業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年08月08日 1,586,946

　本業務は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号、
以下「マンション管理適正化法」という。）に基づくマンション管理業務主任者（以下「管理
業務主任者」という。）登録簿への登録がされた者に対して発する通知書（ハガキ）の作成
業務、及び当該通知書を受けた者からの申請に基づいて管理業務主任者証の作成を行
う業務である。
　協会は、マンション管理適正化法に基づく管理業務主任者に関する指定試験機関・指
定講習機関として、同法第５８条、第６０条第２項及び同法施行規則第６９条の指定により
「管理業務主任者試験」、「管理事務に関する実務についての講習」及び「管理業務主任
者証交付のための講習」を実施しており、試験合格者及び上記各講習修了者のデータを
有し、管理業務主任者登録申請者及び同主任者証交付申請者に関する情報の照合を行
うことができる唯一の機関であって、通知書及び主任者証の作成についても、中立性、公
平性を有する機関である。よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号の規定により、随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

2615 （独）都市再生機構
良好な景観を備えた新市街地整
備のあり方に関する調査

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年12月15日 4,536,000

【本件は、委託契約である。】
　　独立行政法人都市再生機構が土地区画整理事業を施行している「中根・金田台地区
（茨城県つくば市）」では、新たな新市街地整備手法を模索するべく、「緑農住」をキーワー
ドとした先進的なまちづくりについて検討している。これは、新市街地整備によって生み出
される宅地を、宅内緑地、純宅地、ミニ農地に分け、これからの郊外型ライフスタイルに相
応しい市街地構造と田園住宅地景観の実現を目指した極めて意欲的な構想であり、当地
区のみならず今後の我が国の新市街地整備の新たなモデルケースとなりうるものであ
る。
本調査を行うにあたっては、これまでに蓄積した知見を活用することが極めて重要である
だけでなく、これまでに上記のような検討を行ってきた組織・者である必要がある。
独立行政法人都市再生機構は、新市街地整備に関する現状認識と、社会的な問題意識
を国と共有した上で、本調査目的に合致する新市街地整備を構想している。また、全国的
に数多くの都市開発プロジェクト及び関連する各種調査を手がけていることで、下記に示
す①から④のような、市街地整備に係る高度な技術と多面的な視野・幅広い知識・関係
主体との高度な調整能力を有している。
① 全国の都市におけるまちづくりの動向への精通
② 民間活力の誘導・企業誘致に係る企業及び人的ネットワーク
③ 土地区画整理事業等、市街地整備に係るノウハウ
④ 国の施策への精通
以上のことにより、本調査を独立行政法人都市再生機構へ委託することにより、より良い
調査成果を得ることが期待されるとともに、本調査を遂行するのに必要な要件を備えた唯
一の契約相手方である。
「会計法第２９条の３第４項（予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

2616 （独）都市再生機構
全国都市再生に資するまちづくり
方策検討調査業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年10月17日 22,890,000

【本件は委託契約である。】
　　本業務は、①まちづくり交付金を活用したまちづくりを計画している地区をモデルとし
て、地区の課題に対し解決に向けた事業等を提案するなどの市区町村に対する都市再
生整備計画（案）の策定支援を行う。②この業務の過程や結果を今後、整備局が市区町
村に対して助言を行う際のまちづくりツールとして取りまとめるものである。
また、本業務の予算は、都市開発事業調査費の委託費として、制度創設期にスムーズ活
用が図れるよう平成１６年度及び平成１７年度の２ヶ年に限り認められているものである。
本業務の遂行にあたっては、まちづくり交付金制度に精通し、制度の幅広い観点からの
活用方策について知見、経験を有するとともに、全国の都市再生事業やまちづくり事業の
事例に関する幅広い知識を有し、地方整備局と同様の立場での見地や思考ができること
が求められる。
独立行政法人都市再生機構（以下、「機構」という。）は、①都市再生整備計画関連業務
の受注実績を有し、②全国地方都市におけるまちづくり動向への精通、③中心市街地活
性化に係るノウハウ、④民間活力の誘導・企業誘致にに係る企業及び人的ネットワーク、
⑤法定市街地開発事業（市街地再開発事業、土地区画整理事業）に係るノウハウ、⑥ま
ちづくり交付金制度創設に係る業務実績を有している。
従って機構は、本制度の制度内容のみならず政策的意図を的確に理解し、市町村への
助言活動を中心にして都市再生整備計画の策定支援を行うための必要な知識・経験を有
している。このため地方整備局が当該業務を行うよりも優れた成果を得られると考えら
れ、整備局が行う市区町村のまちづくりに対する支援業務に有効に活用できるものとな
る。
以上のことにより、本調査を独立行政法人都市再生機構へ委託することにより、よりよい
調査成果を得ることが期待されるとともに、本業務を遂行するのに必要な要件を備えた唯
一の契約相手方である。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの
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2617 （株）武揚堂 Ｈ１７常陸河川国道管内図印刷
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年05月19日 1,354,500

上記業者は、平成１６年度に平成１７年度常陸河川国道事務所管内図（河川及び道路）
の校正作業までを実施しており迅速な対応が可能である。また平成１６年度に校正を終え
ている原稿を基に、印刷するもので、その版下を所有している業者との契約が も安価で
ある。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2618
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度久慈川・那珂川生物
生息環境対策検討業務

佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年12月16日 12,495,000

本業務は、久慈川、那珂川の自然再生を図る河道整備の策定を行うものである。検討に
あたっては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、河川生態について全国の
情報を保有し、そのデータから河道特性と河川生態についての関係を体系的に整理した
データを保有している必要があるが、そのようなデータを有しているのは当法人が唯一で
ある。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満
たすのは当該財団以外にない。
（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2619 （財）河川環境管理財団
久慈川・那珂川河川環境整備検
討業務

佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年08月01日 48,090,000

本業務の実施に当たっては、当財団がこれまでの研究並びにモデル河川での実践の中
で蓄積してきた当財団が唯一所有する7０項目以上に及ぶ全国主要河川の「河川環境管
理に関する河道情報データベース」を活用し、他河川の事例・課題解決事例を参考にしな
がら計画作りを実施することが必要。また、本業務の実施に当たっては、河道管理に関す
る豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専
門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平な検討が必要。従って当該
業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項予決令第１
０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2620 （財）河川情報センター 雨量観測所配置計画検討業務
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年12月09日 9,397,500

本業務は、水文観測データの高度照査を踏まえて水文観測体制の高度化の検討するも
のであり、水文観測及び高度照査データに関して専門的な知識が必要である。当該財団
は水文データの高度照査システムを開発するなど高度照査について代替性のない知識
を有しているとともに精度向上の検討に必要な知識と経験を持ち本業務を遂行できる唯
一の者である。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項） 見直しの余地があるもの Ｈ１９以降企画競争契約に移行

2621 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度管内橋梁検査他業
務

佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年07月14日 18,060,000

　本業務の遂行にあたっては、道路橋の調査、設計、施工、点検手法・検査技術、補修・
補強方法等、橋梁に関する総合的かつ高度な知識と豊富な経験を有していることが必要
である。また、検査に際しては、補修等の時期を判定することから、橋梁に関する技術的
知見に加えて行政的知見も必要であり、公平中立の立場の者が行う必要がある。
　（財）海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境その
他の問題についての調査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ること
によって国民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを目的とした財団で、道路橋
の保全に関する高度な技術と豊富な実績を有する（財）道路保全技術センターの橋梁部
門を平成１６年度に移管し発足した組織であることから、道路橋に係わる調査・管理業務
の高度な知識・技術・情報と豊富な経験を有する唯一の公益法人であり、本業務に必要
な上記能力を有する者は、（財）海洋架橋・橋梁調査会をおいて他にない。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、財団法人海洋架橋・橋梁調査会と随意契約を行うものである。

問題があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

2622 （財）国土技術研究センター
茨城バスロケーションシステム検
討業務

佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年06月28日 33,600,000

本業務の実施にあたっては、公共交通を対象とする情報通信システムの整備に関する高
度な知識と豊富な経験を有しているとともに、過年度に実施したバス通信網情報の活用
方策に関する検討内容や、学識経験者等で構成される「茨城バスロケーションシステム検
討委員会」での審議経緯等について詳細に熟知している必要がある。財団法人国土技術
研究センターは、わが国における建設技術発展の支柱となり、国と社会が要請する新し
い建設技術に関する調査研究を総合的かつ効果的に行うとともに、新しい建設技術の活
用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与するこ
とを目的として設立された公益法人であり、これまでにも国土交通省内において、「高速
バスロケーションシステム整備検討業務（平成１３・１４・１５年度）」（九州地域）を初めとし
て、岡山地域などの複数のバスロケーションシステムの整備に関する検討を行うととも
に、国際標準化機構（ＩＳＯ）の専門委員会２０４の国内委員会であるＩＴＳ標準化委員会の
公共交通分科会の引受け団体をつとめ、バスロケーションシステムの通信方式等につい
て検討を行うなど、公共交通を対象とする情報通信システムの整備に関する高度な知識
と豊富な経験を有している。また、本業務の基礎となる「茨城バスロケーションシステム検
討業務」に平成１３年度より継続的に携わっており、バス通信網情報の活用方策に関する
検討内容や、学識経験者等で構成される検討委員会の審議経緯等について詳細に熟知
している事より、本業務を遂行する上で必要な要件を備えた唯一の契約対象機関であ
る。よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号によ
り、財団法人　国土技術研究センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
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2623 （財）土木研究センター
Ｈ１７茨城の道づくりに関する検
討業務

佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年10月28日 19,215,000

本業務の遂行にあたっては、国土交通省が沿道整備施策として進める‘この道Nippon’プ
ロジェクトの基本的な方針を踏まえ、適切な沿道景観整備に関する知識はもとより、地域
住民や関連NPOとの合意形成に関する知識、また国内外の先進事例の分析把握、これ
らをもとにした社会資本整備の総合的判断のための知識が求められる。財団法人土木研
究センターは、土木に関する調査、試験及び研究の促進に努めるとともにその成果の普
及並びに国際技術協力の推進をはかり、もって国土建設事業の発展向上に寄与すること
を目的として設立された公益法人である。当該センターでは、景観、地域の自然資源や人
的資源等を活用して社会資本を整備し、もって美しい国土建設・創造に寄与するため、我
が国で始めて「風土工学」を提唱するとともに、‘この道Nipponプロジェクト’を本州の風土
条件を踏まえて実施していく手法として、「風土工学」を沿道整備に発展させた「かいどう」
計画を提唱し、国土交通省との連携を図りつつ、これらの全国展開を行っている。これに
関し、これまで「風土工学」では『中筋川流域遺産等調査業務』、『津付ダム周辺地域風土
調査業務』等多数の業務を実施し、また「かいどう」計画では、『沿道施設を活用した「か
いどう」の設定・整備に関する検討業務』（国土交通省国土技術政策総合研究所）等によ
り、国内外で取り組まれている沿道景観整備関連の先進プロジェクトの把握、地域資源と
しての公共施設・観光資源等の評価方法や民意を反映した適切な道路・土木施設の整備
方策の検討、また茨城県を事例とした「かいどう」計画の具体的展開についての検討を
行っており、公共施設、道路、地域づくりに関する知識を十分に有している。さらに、『事業
特性等に着目した社会資本整備の合意形成に関する整理・検討業務』（国土交通省国土
技術政策総合研究所）等において、地域住民やNPOとの連携に関する豊富な知見と高度
な知識・経験を有しており、幅広い視点で総合的な検討ができるとの判断から、本業務を
遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。よって、会計法第２９条の３第４項
及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、財団法人土木研究センターと随意
契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

2624 （財）道路空間高度化機構
平成１７年度管内道路空間検討
業務

佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年12月15日 13,440,000

本業務の遂行にあたっては、美観性、快適性等を含む道路空間の有効利用や沿道環境
の整備等について精通・熟知した高度・専門的かつ広範囲な知見及び、道路法、都市計
画法、建築基準法等の諸法令の解釈運用について専門的な知識と豊富な経験が不可欠
であるとともに、公共空間における一体的なデザインの検討に際しては中立性・公平性を
確保する必要がある。財団法人道路空間高度化機構は、「道路と建築物等との立体的整
備」、「道路とその沿道の建築物等の一体的整備」、「道路空間等を活用した交通結節点
等の整備、道路空間のバリアフリー化、その他の道路空間の有効かつ高度な利用を図る
ための事業」を推進し、もって国民生活の向上に寄与することを目的に設立された財団で
ある。また、沿道との一体的な道路空間の改善に関する調査検討など、沿道を含む道路
空間の整備に関する調査研究を実施しており、高度かつ先進的な技術と経験を有してい
る。また、本業務の基礎となる道路空間整備に関する検討を有識者会議の審議も踏まえ
つつ行っており、これまでの成果を熟知していることから、本業務の遂行必要な要件を備
えた唯一の契約対象機関である。よって会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号の規定により、財団法人道路空間高度化機構と随意契約を締結する
ものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

2625 （財）道路新産業開発機構
友部ＳＡスマートＩＣ社会実験検討
業務

佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年05月20日 154,350,000

本業務の遂行にあたっては、ＩＴＳ技術について高度な知識と豊富な経験、ＥＴＣ機器に関
する技術的内容、スマートＩＣの考え方や運用方法などの幅広い知識、社会実験の運営お
よび評価に精通していることが必要である。（財）道路新産業開発機構は、道路に関連す
る新しい産業分野についての調査研究を行うとともにその開発プログラムを策定すること
等により、道路機能の健全な発展と道路整備の拡充に貢献し、もって国民経済の発展と
国民生活の向上に寄与することを目的として設立され、平成１１年４月には「ＥＴＣ運用検
討会」を開催し、ＥＴＣの導入支援を実施して以来、今日まで継続してＥＴＣ関連の調査研
究を実施している。
なお、平成１３年度には自主研究として「スマートウェイパートナー会議　次世代インフラ検
討部会　スマートＩＣ検討ＷＧ」を実施し、スマートＩＣに関する知見を蓄積してきており、ま
た、「自動二輪車の効率的な料金収受方式に関する検討業務（国交省有料道路課）」、
「飛鳥地域自転車・歩行者支援ＩＴＳ検討（奈良国道）」などＩＴＳを活用した社会実験の運営
および評価を多数実施しており、高度な知識と豊富な経験を有している。
さらに、（財）道路システム高度化推進機構の設立を支援しており、ＥＴＣの導入および普
及促進にも貢献するなど、ＥＴＣの活用に関して中心的役割を負う公正な立場での行政的
な知見を有していることから本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関であ
る。 適用法令　会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（一
般競争109,831,000円　企画競争
44,519,000円）

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2626 （財）道路保全技術センター
平成１７年度常陸道路施設基本
データ管理業務

佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年12月19日 7,245,000

高度化・多様化する道路行政に対する一般市民の要望に迅速かつ的確に対応するた
め、多種膨大な道路施設等の情報を合理的に管理することが必要となってきている。
　本業務は、関東地方整備局管内で運用している道路管理データベース（ＭＩＣＨＩ）へ 新
情報を提供するため、常陸河川国道事務所管内において完成した道路施設について、そ
の基本データ作成の支援を行うものである。
　本業務の遂行にあたっては、道路施設管理に関する高度な知識と豊富な経験を有して
いるとともに、ＭＩＣＨＩのシステム構成・管理運用方法等について詳細に熟知していなけれ
ばならない。
　財団法人　道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、技術開発、
システム開発整備、技術指導、情報の収集整理及び提供を行うことにより、効率的かつ
合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の
向上に寄与することを目的として設立された公益法人である。
　これまでにも関東地方整備局管内において、道路施設情報のＭＩＣＨＩへの初期整備を
実施しているほか、道路施設の点検等に関する各種マニュアルの整備の検討を実施する
など、道路施設管理に関する高度な知識と豊富な経験を有しているとともに、ＭＩＣＨＩに係
る電子情報技術者を保有している。
　また、ＭＩＣＨＩの基幹システム及びデータ入力、更新システムを唯一保有しており、本業
務の遂行に必要な用件を備えた契約対象機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定によ
り財団法人 道路保全技術センターと随意契約を締結するものである

18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わな
いもの

－

2627 （財）道路保全技術センター 道路巡回支援システム保守業務
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年09月20日 1,942,500

「道路巡回支援システム」（以下「システム」という）は、日々の道路巡回業務の標準化、効
率化を目的に導入したもので、日々の道路巡回業務において活用され、巡回日誌、道路
の異常事象について記録し、データの蓄積を行っており、業務遂行上、必要不可欠なシス
テムである。
 　本業務の遂行にあたっては、道路巡回業務に影響を与えない円滑な業務遂行が必要
であり、システムのプログラムを含む技術的な内容及び操作方法について熟知しているこ
とが必要である。
　（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関する事
業を行い、国民生活の向上に寄与することを目的として設立された財団であり、本システ
ムを開発している。従って、本システムの技術的な内容及び操作方法を熟知している他、
システムプログラムの基本部分について、著作者人格権の同一性保持権（著作権法第２
０条）を有していることから、本業務を遂行できる唯一の業者である。　適用法令　会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

2628 （財）道路保全技術センター 路面下空洞調査検討業務
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年10月07日 36,750,000

　路面下空洞調査は、 初に自走する道路調査車等により路面下の空洞調査を行うもの
で、収集したデータを解析し異常箇所の特定を行い、さらに詳細調査及び解析を行うこと
で、路面下空洞箇所を検出するものである。
　本業務の遂行にあたっては、調査収集したデータをこれまで蓄積されたデータ情報を基
に総合的に解析し、路面下空洞の特定を行うという極めて高度な技術と経験を必要とし、
更に探査機器等を用いた調査・解析手法等の専門的な技術及び知識が必要不可欠であ
る。
  財団法人道路保全技術センターは、「道路保全の技術に関する調査研究及び開発」、
「道路保全に関するシステムの開発整備」を業務とし、路面下空洞探査システムの開発に
携わっており、当該業務に不可欠な車両及び機器を用いた実用的、効率的な調査・解析
手法の確立とその運用基準の整備を行うなど道路保全技術に関する先進的な知識及び
経験を有している。また、空洞柱状図の写真撮影についての特許を取得し、分析・診断等
の技術を有しており、本業務を遂行するに必要な高度な技術と経験を有する唯一の契約
対象機関である。
　適用法令　会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

2629 （財）日本気象協会 緊急気象情報提供業務
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年04月01日 997,038

本業務の遂行にあたっては、気象情報の提供に必要となる信頼性、適切な知識及び配信
技術を有していることが、不可欠な業務である。財団法人日本気象協会は、「防災情報に
対する技術の研究開発及び行政的視野に立った運営方針により公益の福祉に寄与する
こと」を目的として設立された法人である。同法人は、気象情報、地震情報の提供及び技
術開発、システムを構築しており本業務を遂行するのに的確な処理が期待できる唯一の
法人である。よって、財団法人日本気象協会と随意契約するものである。（会計法２９条の
３第４項予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの
(18年度以降、一般競
争に移行)

2630 （社）関東建設弘済会
常陸河川国道事務所（水戸）積
算補助業務委託単価契約

佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年10月17日 41,879,407

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2631 （社）関東建設弘済会 建設機械管理補助業務委託
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年04月01日 7,455,000

　本業務の履行に際しては建設機械に精通することはもとより、業務内容を十分理解し
て、的確な判断が可能な経験及び能力を必要とする。また、業務の遂行にあたっては、業
務上知り得た事柄に対する秘密の保持を必要とする。
　上記法人は国土開発の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であり、本業
務の遂行にあたり必要な行政事務に関する豊富な経験と建設機械に関する専門知識を
有する優れた職員を有している。
　よって、本業務の円滑な遂行のために目的を達成できる唯一の法人である上記法人と
随意契約を行うものである。（会計法２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2632 （社）関東建設弘済会 平成１７年度管理事務補助業務
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年04月01日 8,820,000

本業務は当事務所の河川管理課、道路管理第一課等における管理事務の業務を補助す
るものであり、申請等の窓口対応として、河川・道路占用関係の事務処理にあたる他、一
般市民からの行政への要望、質問、相談等の問い合わせ窓口としての業務を行うことか
ら、管理業務の取扱に熟知し、広く行政的視野に立った知識と経験が必要である。本業
務の実施においては、守秘義務を確実に遵守し管理行政事務に精通した人材を有し、か
つ、過去の業務実績と業務遂行の誠実性が確実に必要とされ、個人からの占用申請もあ
るために中立的な立場で業務にあたらなければならない。当該法人は、建設事業の円滑
な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であ
り、本業務の遂行に必要な行政事務に関する豊富な経験と、高度な専門知識を持った職
員を多数有しており、過去においても業務を多数実施しているため信頼性が高く、本業務
の目的を達成できる唯一の法人である。（会計法２９条の３第４項予決令第１０２条の４第
３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2633 （社）関東建設弘済会
職員独身寮の管理・厚生福祉業
務

佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年04月01日 5,670,000

本業務は当事務所の独身寮の適正な管理、福利厚生業務を行うことを目的とし、事務所
庁舎から離れている場所に設置している国の施設であることから、近隣住民、来客者に
対する対応も国の職員と同等に行わなければならない。当該法人は、建設事業の円滑な
推進を図ることにより、地域社会及び国土の健全な発展に寄与することを目的として設立
された団体であり、福利厚生に関する事業を行うことを目的の一つとしており、行政的な
対応業務に関する教育に努めこの業務の目的と意義を十分理解し、必要な信頼と実績を
有し、きめ細かな対応のとれる体制を備えている唯一の法人である。（会計法２９条の３第
４項予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2634 （社）関東建設弘済会 道路情報連絡業務
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年04月01日 11,970,000

本業務は、休祭日、勤務時間外における道路利用者、道路情報モニター、沿道住民、警
察署、消防署等からの道路情報の受信・連絡ならびに苦情の受付等を処理するものであ
る。本業務の遂行にあたっては、道路管理業務全般に精通し、道路情報を迅速かつ正確
に処理することが必要である。さらに、庁舎管理上信頼のおける者に委託する必要があ
る。社団法人関東建設弘済会は、道路管理に関する豊富な経験と専門的知識を持つ人
材を有し、これまでも道路情報連絡に関する業務を行っており、唯一の契約対象である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定によ
り、社団法人関東建設弘済会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2635 （社）関東建設弘済会 常陸河川管理補助業務
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年04月01日 22,365,000

本業務の実施においては、守秘義務を確実に遵守できることはもちろんのこと、市町村等
から公共物等の占用申請等もあることから、中立的な立場で業務を行う必要がある。
上記法人は、建設事業の円滑な推進を図ることにより、地域社会並びに国土の健全な発
展に寄与することを目的に設立された公益法人であり、本業務の遂行にあたり必要な河
川行政事務に関する豊富な経験と高度な専門知識を持った職員を多数有しており、過去
においても業務を多数実施しているため信頼性は高い。
本業務の履行にあたっては、このような河川行政の確かな経験と河川技術の知見のある
同法人をおいてはない。（会計法２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2636 （社）関東建設弘済会 河川管理施設等情況把握業務
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年04月01日 2,835,000

本業務の実施においては、豊かな河川管理の経験を有すると共に、出水時の河川管理
施設等の点検と水防活動等の情況把握の実務経験を有することが不可欠である。
上記法人は、建設事業の円滑な推進を図ることにより、地域社会並びに国土の健全な発
展に寄与することを目的に設立された公益法人であり、本業務の所期目的達成のため
に、実施時の迅速な対応に努めると共に、現地総合実施訓練を行う等、河川情況把握に
関する高度な知識をもった技術者を多数有している。
本業務の履行にあたっては、このような河川行政の経験と河川技術の知見のある同法人
をおいてはない。（会計法２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2637 （社）関東建設弘済会 管内河川巡視業務
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年04月01日 50,400,000

本業務は、河川の適正な管理のために行う河川巡視であり、関東地方整備局河川巡視
規則に基づき河川管理施設の維持管理状況、許認可事項に伴う条件の履行状況、不法
行為の有無、水質汚濁の情況等を把握するための業務であると共に、巡視業務途上にお
いて日々、沿川住民等と接触があり、その対応は中立公平でなければならない。
本業務の実施においては、河川法や国土交通行政に関する知識と豊かな河川管理の経
験を有することが不可欠である。
上記法人は、建設事業の円滑な推進を図ることにより、地域社会並びに国土の健全な発
展に寄与することを目的に設立された公益法人であり、本業務の所期目的達成のため河
川巡視員研修の実施や「河川巡視の心得」の作成等を行って、河川巡視員の技術向上に
努め、河川管理に関する高度な知識をもった技術者を多数有している。
本業務の履行にあたっては、このような河川行政の経験と河川技術の知見のある同法人
をおいてはない。（会計法２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2638 （社）関東建設弘済会 久慈川現場技術業務
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年04月01日 77,700,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通
じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は
法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この
業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入
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2639 （社）関東建設弘済会 那珂川現場技術業務
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年04月01日 79,800,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通
じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は
法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この
業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2640 （社）関東建設弘済会 日立バイパス他現場技術業務
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年04月01日 47,250,000

本業務の実施においては、守秘義務を確実に遵守できることはもちろんのこと、市町村等
から公共物等の占用申請等もあることから、中立的な立場で業務を行う必要がある。
上記法人は、建設事業の円滑な推進を図ることにより、地域社会並びに国土の健全な発
展に寄与することを目的に設立された公益法人であり、本業務の遂行にあたり必要な河
川行政事務に関する豊富な経験と高度な専門知識を持った職員を多数有しており、過去
においても業務を多数実施しているため信頼性は高い。
本業務の履行にあたっては、このような河川行政の確かな経験と河川技術の知見のある
同法人をおいてはない。
適用法令　会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2641 （社）関東建設弘済会 水戸日立現場技術業務
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年04月01日 45,675,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通
じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は
法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この
業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2642 （社）関東建設弘済会 土浦岩瀬鹿嶋現場技術業務
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年04月01日 46,725,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通
じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は
法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この
業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2643 （社）関東建設弘済会
常陸道路管理技術補助及び道
路管理補助業務

佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年04月01日 60,900,000

本業務の遂行にあたっては、道路管理業務全般に精通することはもとより、業務内容を十
分理解して、的確な判断が可能な経験及び能力を必要とする。また、業務の遂行にあ
たっては、業務上知り得た事柄に対する秘密の保持を要する。社団法人関東建設弘済会
は、道路管理に関する豊富な経験と専門的知識を持つ人材を有し、道路管理業務の内
容を熟知し、これまでも道路管理に関する業務を行っており、唯一の契約対象である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定によ
り、社団法人関東建設弘済会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2644 （社）関東建設弘済会
道路管理計画調査資料作成業
務

佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年04月01日 37,275,000

本業務の遂行にあたっては、行政的判断に資する業務であり関係行政機関からの情報
収集を行うため、秘密保持が絶対条件である。そのため、中立性・公平性を必要とする業
務であり、なおかつ、資料作成に関する高度な知識と経験が必要であり、資料作成に関し
て精通・熟知し、広範な知見が不可欠である。社団法人関東建設弘済会は、建設事業の
円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目的として事業を実施してお
り、計画調査資料作成に関して責任ある業務を遂行できる人材を有する等、本業務遂行
上有利であり、民間コンサルタントにはない知識と経験を有していると判断できるものであ
り、唯一の契約対象である。よって、会計法第29条の３第４項（予決令第102条の４第３
号）の規定により、上記法人と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2645 （社）関東建設弘済会 計画調査資料作成業務
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年04月01日 49,350,000

本業務の遂行にあたっては、道路事業全般に精通することはもとより、業務内容を十分理
解して、的確な判断が可能な経験及び能力を必要とする。また、業務の遂行にあたっては
地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料を作成することから、業務上知り得た事
柄に対する秘密の保持を要する業務である。社団法人関東建設弘済会は、工事及び設
計・積算に関する豊富な経験と専門的知識を持つ人材を有し、技術研修会等を開催し
て、技術者に対して現場管理技術に関する専門知識を習得させ、資質の向上を図ってい
る。また、これまでも請負工事の適正な履行に関する業務等を行っており、唯一の契約対
象である。よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
の規定により、社団法人関東建設弘済会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2646 東京電力（株） ３月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年04月21日 1,547,808

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)
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2647 東京電力（株） ３月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年04月11日 1,406,772

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2648 東京電力（株） ４月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年04月27日 1,013,620

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2649 東京電力（株） ４月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年05月06日 2,257,528

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2650 東京電力（株） ４月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年05月10日 1,205,693

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2651 東京電力（株） ４月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年05月13日 2,607,710

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2652 東京電力（株） ４月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年05月25日 1,445,287

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2653 東京電力（株） ５月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年06月07日 2,616,385

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2654 東京電力（株） ５月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年06月09日 2,360,652

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2655 東京電力（株） ５，６月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年06月13日 1,836,981

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2656 東京電力（株） ５月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年06月22日 1,398,044

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2657 東京電力（株） ６月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年06月23日 1,025,227

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2658 東京電力（株） ６月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年07月04日 1,867,758

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2659 東京電力（株） ６月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年07月11日 2,441,165

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2660 東京電力（株） ６月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年07月11日 2,140,507

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2661 東京電力（株） ６月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年07月25日 1,354,127

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2662 東京電力（株） ７月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年08月08日 2,441,832

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2663 東京電力（株） ７月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年08月12日 2,693,757

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2664 東京電力（株） ７月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年08月16日 1,904,921

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2665 東京電力（株） ７月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年08月18日 1,441,490

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2666 東京電力（株） ８月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年09月05日 3,161,010

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2667 東京電力（株） ８月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年09月12日 2,180,952

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)
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2668 東京電力（株） ８月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年09月08日 1,240,352

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2669 東京電力（株） ８月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年09月15日 2,205,316

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2670 東京電力（株） ９月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年09月22日 1,153,664

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2671 東京電力（株） ９月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年10月06日 1,635,126

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2672 東京電力（株） ９月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年10月06日 1,050,929

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2673 東京電力（株） ９月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年10月11日 1,336,400

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2674 東京電力（株） ９月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年10月17日 1,145,506

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2675 東京電力（株） ９月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年10月14日 1,861,336

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2676 東京電力（株） ９月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年10月24日 1,482,131

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2677 東京電力（株） １０月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年11月08日 2,239,860

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2678 東京電力（株） １０月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年11月14日 2,499,853

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2679 東京電力（株） １０月・１１月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年11月14日 2,364,040

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2680 東京電力（株） １０月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年11月24日 1,500,466

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2681 東京電力（株） １１月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年11月25日 1,131,326

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2682 東京電力（株） １１月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年12月08日 2,407,490

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2683 東京電力（株） １１月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年12月12日 3,371,132

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2684 東京電力（株） １１月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年12月16日 1,465,778

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2685 東京電力（株） １２月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2006年01月10日 1,776,870

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2686 東京電力（株） １２月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2006年01月10日 3,063,290

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2687 東京電力（株） １２月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2006年01月16日 1,339,897

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2688 東京電力（株） １２月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2006年01月24日 1,487,991

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)
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2689 東京電力（株） １月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2006年02月07日 3,730,348

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2690 東京電力（株） １月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2006年02月09日 2,879,727

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2691 東京電力（株） １月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2006年02月14日 1,341,772

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2692 東京電力（株） １月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2006年02月20日 1,687,696

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2693 東京電力（株） ２月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2006年02月27日 1,183,045

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2694 東京電力（株） ２月分電気料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2006年03月07日 1,721,167

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2695 東京電力（株） 那珂川改修工事　物件移転料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年04月12日 3,683,210

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2696 東京電力（株） 那珂川改修工事　物件移転料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年07月07日 8,440,490

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2697 東京電力（株）
一般国道５１号東台電線共同溝
工事に伴う物件移転料

佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年12月15日 19,434,994

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2698 東京電力（株） 那珂川改修工事　物件移転料
佐藤謙二　常陸河川国道事務所　茨城
県常陸太田市木崎一町７００－１

2005年12月21日 1,000,400

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2699
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度　鬼怒川河道再生
検討業務

吉田高樹　下館河川事務所　茨城県筑
西市二木成１７５３番地

2005年08月31日 31,500,000

本業務は、鬼怒川の自然再生を図る河道整備の策定を行うものである。検討にあたって
は、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、河川生態について全国の情報を保
有し、そのデータから河道特性と河川生態についての関係を体系的に整理したデータを
保有している必要があるが、そのようなデータを有しているのは当法人が唯一である。ま
た、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満たすの
は当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2700 （財）河川環境管理財団
鬼怒川・小貝川環境整備計画検
討業務

吉田高樹　下館河川事務所　茨城県筑
西市二木成１７５３番地

2005年09月28日 78,750,000

本業務の実施に当たっては、当財団がこれまでの研究並びにモデル河川での実践の中
で蓄積してきた当財団が唯一所有する7０項目以上に及ぶ全国主要河川の「河川環境管
理に関する河道情報データベース」を活用し、他河川の事例・課題解決事例を参考にしな
がら計画作りを実施することが必要。また、本業務の実施に当たっては、河道管理に関す
る豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専
門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平な検討が必要。従って当該
業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第29条の3第4項、予決令第
102条の4第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2701 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
吉田高樹　下館河川事務所　茨城県筑
西市二木成１７５４番地

2005年04月01日 5,670,000

　本業務は、全国の各地方整備局及び悪都道府県の所有する雨量レーダー・雨量テレ
メーター・水位テレメーター等の河川に係わる各種情報について、事務所内のユーザーＰ
Ｃにて情報提供を受け所管河川に係わる出水時等の対応に資するものである。（財）河川
情報センターは上記情報について一元的に収集し、提供している唯一の機関であり、他
の機関では履行不可能である。
　　よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、（財）河
川情報センターと随意契約を実施するものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

2702 （財）河川情報センター
下館河川危機管理行動計画検
討業務

吉田高樹　下館河川事務所　茨城県筑
西市二木成１７５３番地

2005年06月24日 10,080,000

自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理を行えるようにするために
は、シナリオのない状況の中で臨機の判断等の対処能力を向上させるための訓練が不
可欠である。ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプレーヤーに分
かれ、コントローラーから付与される状況に応じてシナリオを知らされていないプレーヤー
がその場で判断し行動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法であ
る。当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について著作権を有している。ま
た、災害対応について、経験と代替性のない特定の知識等を有する演習実施組織を擁す
る唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの

①一般競争入札等に移行するた
めの準備に時間を要するもの
(5,024千円、Ｈ１９年度以降に一
般競争入札に移行)
②随意契約によらざるを得ない
もの(5,056千円)
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2703 （社）関東建設弘済会
鬼怒川・小貝川管内河川巡視業
務委託

吉田高樹　下館河川事務所　茨城県筑
西市二木成１７５３番地

2005年04月01日 65,100,000

　本業務の実施においては、河川法や建設行政等に関する知識と豊かな河川管理の経
験を有することが不可欠である。上記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土
開発の発展にに寄与することを目的に設立された公益法人であり、本業務の所期の目的
達成のための河川巡視員の技術向上に努め、河川管理に関する高度な知識をもった技
術者を多く有している。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、社団法人
関東建設弘済会と随意契約を実施するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2704 （社）関東建設弘済会
鬼怒川・小貝川管内情況把握業
務委託

吉田高樹　下館河川事務所　茨城県筑
西市二木成１７５３番地

2005年04月01日 7,560,000

　上記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを
目的に設立された公益法人であり、本業務の所期の目的を達成するために、気象、水象
情報を迅速に把握するよう努めるとともに、状況把握を的確に行うために現地において実
施訓練を行い、河川管理に関する危機管理等高度な知識をもった技術者を多数有してい
る。本業務の履行にあたっては、このような河川管理の確かな経験と河川技術の知見の
ある同法人をおいて他にない。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、社団法人
関東建設弘済会と随意契約を実施するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2705 （社）関東建設弘済会
下館河川事務所積算補助業務
（第１四半期）

吉田高樹　下館河川事務所　茨城県筑
西市二木成１７５３番地

2005年08月08日 23,117,115

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2706 （社）関東建設弘済会 下館河川事務所現場技術業務
吉田高樹　下館河川事務所　茨城県筑
西市二木成１７５３番地

2005年04月01日 165,900,000

　業務の遂行にあたっては、土木技術に関する充分な知識と豊富な現場監督経験が必要
かつ整備局が定める積算基準・共通仕様・監督基準等に精通した技術者により業務を行
う必要がある。また、工事現場において使用する工事関係の資料等は、予定価格の算定
基礎又は外部に流出すると入札妨害等の危険性もあるなど、高度の秘密保持が求めら
れる。また、監督補助業務は、現場内の元請け業者・協力業者等と直接の対応をし、実
施にあたっては常に発注者の視点で公平な監督業務を行う必要がある。実施者には、営
利企業である請負者の側と一線を画した中立的な立場で適切な対応をすることが求めら
れ、現場周辺の地域住民対応など工事の進捗に伴って生じる苦情・申し入れその他の斡
旋等に的確に応じて円滑な現場管理を行うことが必要である。以上のことから、業務経験
を基にした的確な対応が求められる。
　　よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、社団法
人関東建設弘済会と随意契約を実施するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2707 東京電力（株） ４月分電気料
吉田高樹　下館河川事務所　茨城県筑
西市二木成１７５３番地

2005年05月16日 2,738,129

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2708 東京電力（株） ４・５月分電気料
吉田高樹　下館河川事務所　茨城県筑
西市二木成１７５３番地

2005年05月23日 1,220,647

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2709 東京電力（株） ５月分電気料
吉田高樹　下館河川事務所　茨城県筑
西市二木成１７５３番地

2005年06月14日 2,641,808

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2710 東京電力（株） ５・６月分電気料
吉田高樹　下館河川事務所　茨城県筑
西市二木成１７５３番地

2005年06月21日 1,288,407

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2711 東京電力（株） ６月分電気料
吉田高樹　下館河川事務所　茨城県筑
西市二木成１７５３番地

2005年07月15日 2,229,394

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2712 東京電力（株） ６・７月分電気料
吉田高樹　下館河川事務所　茨城県筑
西市二木成１７５３番地

2005年07月22日 1,409,858

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2713 東京電力（株） ７月分電気料
吉田高樹　下館河川事務所　茨城県筑
西市二木成１７５３番地

2005年08月16日 4,243,295

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2714 東京電力（株） ８月分電気料
吉田高樹　下館河川事務所　茨城県筑
西市二木成１７５３番地

2005年09月13日 4,625,179

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2715 東京電力（株） ９月分電気料
吉田高樹　下館河川事務所　茨城県筑
西市二木成１７５３番地

2005年10月14日 2,320,268

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2716 東京電力（株） ９・１０月分電気料
吉田高樹　下館河川事務所　茨城県筑
西市二木成１７５３番地

2005年10月24日 1,897,808

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2717 東京電力（株） １０・１１月分電気料
吉田高樹　下館河川事務所　茨城県筑
西市二木成１７５３番地

2005年11月15日 2,602,056

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)
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2718 東京電力（株） １１・１２月分電気料
吉田高樹　下館河川事務所　茨城県筑
西市二木成１７５３番地

2005年12月19日 2,891,391

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2719 東京電力（株） １２・１月分電気料
吉田高樹　下館河川事務所　茨城県筑
西市二木成１７５３番地

2006年01月20日 3,460,361

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2720 東京電力（株） １月分電気料
吉田高樹　下館河川事務所　茨城県筑
西市二木成１７５３番地

2006年02月09日 2,794,273

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2721 東京電力（株） １・２月分電気料
吉田高樹　下館河川事務所　茨城県筑
西市二木成１７５３番地

2006年02月20日 1,168,211

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2722
（財）ダム水源地環境整備
センター

平成１７年度　常陸川水門魚類
影響対策検討業務

唐澤仁士　霞ケ浦河川事務所　茨城県潮
来市潮来３５１０

2005年06月17日 20,475,000

魚類影響対策の検討にあたっては、回遊魚等の魚類生態と影響対策に必要な魚道諸
元・構造を検討する必要があるため、魚類生態等に関連するＤＢ、規模・勾配別の魚道諸
元ＤＢを利用することが必要不可欠である。WECの保有するこれらのＤＢは長期間にわた
る調査・研究の実績の中から構築されたものであり、その情報量・精度の面で唯一信頼
のおけるものである。また、高度な知識・ 新の情報を関係する学識者の協力のもとに蓄
積することが必要であると伴に、WECが所有している「超音波魚数計測装置」等の工業所
有権法に基づく特許技術を活かした魚道モニタリング方法についても影響検討に必要不
可欠であり、これらの特定の知識・経験・能力を有する技術力が必要である。魚類影響対
策、及び対策による影響分析は進展途上であり、政策検討として中立・公平な立場から評
価する必要がある。ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有して
おり、上記の理由から本業務の目的を達成できる唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2723
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度霞ヶ浦環境対策検
討業務

唐澤仁士　霞ケ浦河川事務所　茨城県潮
来市潮来３５１０

2005年10月13日 19,320,000

本業務は、霞ヶ浦の外来種対策を検討するものである。検討にあたっては、多くの知識と
高度な技術力が必要であるとともに、外来種について全国の情報を保有し、外来種対策
についてガイドラインとして取りまとめたデータを保有している必要があるが、そのような
データを有しているのは当法人が唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公
平な立場が必要であり、これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９
条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2724 （財）河川環境管理財団
平成１７年度霞ヶ浦湖沼管理方
針検討業務

唐澤仁士　霞ケ浦河川事務所　茨城県潮
来市潮来３５１０

2005年05月12日 71,820,000

本業務は、湖沼の水質管理に必要な技術的なマニュアルを検討・作成するための業務で
あり、判断の中立性・公平性が特に求められるものである。さらに、本業務の実施に当
たっては、水環境改善に関する豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を
有し、かつ、様々な分野の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有するこ
とが必要。当財団には唯一全国から多くのトップクラスの学識者や行政関係者が参加す
る湖沼水質管理に関する常設の委員会があり、マニュアルの作成・検証にあたってはこ
の委員会の活用が必須。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。
（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2725 （財）河川環境管理財団
霞ヶ浦植生浄化及び水環境改善
等検討業務

唐澤仁士　霞ケ浦河川事務所　茨城県潮
来市潮来３５１０

2005年05月18日 60,900,000

本業務は、湖沼の水質保全対策として必要な植生浄化手法に関する技術的なマニュアル
を検討・作成するための業務であり、判断の中立性・公平性が特に求められるものであ
る。また、マニュアルの検討・作成並びに特に精度管理を確保するための検証のために
は当財団がこれまでの研究の継続の中で蓄積してきた当財団のみが所有する５０項目に
亘る全国の主要河川での測定データの蓄積である「植生浄化データベース」が必要。さら
に、本業務の実施に当たっては、水環境改善に関する豊富な知見、高度な技術、検討事
例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専門の学識者、専門家からの広範な情
報収集能力を有することが必要。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみ
である。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2726 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
唐澤仁士　霞ケ浦河川事務所　茨城県潮
来市潮来３５１０

2005年04月01日 1,890,000

本業務は、わかりやすく加工・処理されたリアルタイムな雨量データ・雨量テレメータ・水位
テレメータ、その他河川流域に係わる情報等の提供を受け、河川管理に資することを目
的とするものである。
　本業務の実施にあたっては、種々の河川情報を迅速かつ正確に加工・処理し、リアルタ
イムに提供できることが必須である。
　上記の財団法人は、河川情報の加工・処理及び提供に関して、豊富な知見と実績を有
しており、わかりやすく処理・加工した情報をリアルタイムに、正確に提供することが可能
である。
　よって、上記の財団法人は本業務を遂行できる唯一の法人であり、本業務を委託するこ
とがもっとも適切と考えられる。
  よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）に基づき、上記業者と随
意契約を締結するものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2727 （財）国土技術研究センター 天王崎景観検討業務
唐澤仁士　霞ケ浦河川事務所　茨城県潮
来市潮来３５１０

2006年01月26日 19,950,000

"本業務は、天王崎地区の整備構想について、景観に配慮した整備を進めて行くため、事
業実施により形成される景観について、当該事業の影響が及ぶ地域住民その他関係者
や学識経験者等の多様な意見を聴取しつつ、景観評価を行い、事業に反映しながら検討
を行うものである。
   本業務の遂行に当たっては、湖岸養浜によって形成される景観を評価するため、地域
住民その他関係者や学識経験者等の多様な意見を聴取しつつ、景観評価を実施して行く
ための高度な技術を要する。
   上記法人は、平成１６年度から「景観評価システム」の検討に携わり、また、「海岸保全
区域の景観形成のあり方に関する検討業務」（平成16年度）を行うなど景観評価あるいは
景観形成について業務実績が豊富である。
    さらに、「公共事業のアカウンタビリテｲ向上に関する検討業務」（平成１４年度～）、な
どを通じて、住民参画を前提にしたＰＩ手法の確立に関する業務実績が豊富である。
　　このことから、同法人は本業務を遂行するために必要かつ十分な技術を要している唯
一の団体である。また、既往の技術的効果を活用することができ、なおかつ、より高い技
術水準の成果を効率的、経済的に得ることができる。よって、会計法第２９条の３第４項、
予決令第１０２条の４第３号の規定により、同法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行するための準
備に時間を要するもの

公募手続きを導入

2728 （財）土木研究センター 霞ヶ浦湖浜変形解析検討業務
唐澤仁士　霞ケ浦河川事務所　茨城県潮
来市潮来３５１０

2005年12月20日 19,740,000

霞ヶ浦全域の実態や湖岸管理・海岸工学に関する高度な専門知識等を有しているほか、
「混合砂による養浜時縦断変形予測モデル」のプログラム著作権を有しているため。（会
計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの

①一般競争入札等に移行するた
めに時間を要するもの（4,200千
円、Ｈ１９年度以降一般競争入
札に移行）
②随意契約によらざるを得ない
もの（15,540千円）

2729 （財）日本地図センター
昭和２０年代初期霞ヶ浦管内空
中写真　購入

唐澤仁士　霞ケ浦河川事務所　茨城県潮
来市潮来３５１０

2005年12月16日 14,595,000

本件は、昭和２０年代の米軍撮影空中写真（米国国立公文書館所蔵）のデジタルデータ
及びそのデータを用いて作成された霞ヶ浦空中写真集を購入するものである。本件にあ
たり、地形、土地利用に関する空中写真や旧版地図の判読を踏まえて、空中写真の選
定、成果の点検を行うことができ、また、写真測量的な知見に基づいて、ズレのないモザ
イク写真集を作成することができる能力を有している必要がある。
上記業者は、米国国立公文書館が所蔵する終戦前後に撮影された霞ヶ浦周辺空中写真
のオリジナルフィルムからのスキャニングデータを提供可能な唯一の法人である。
財団法人日本地図センターは、寄付行為に定める事業として「第４条　アジア極東地域そ
の他海外の地図の収集、解析及び提供」を定めており、新旧の空中写真に関する深い知
見を有している。
よって、上記業者に財団法人は本件を遂行できる唯一の法人であり、本件を委託すること
がもっとも適切と考えられる。

従って、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）に基づき上記業者と随意
契約を締結するものである。

その他のもの
18年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

2730 （社）関東建設弘済会
平成１７年度霞ヶ浦管内河川巡
視業務委託

唐澤仁士　霞ケ浦河川事務所　茨城県潮
来市潮来３５１０

2005年04月01日 56,175,000

本業務は、霞ヶ浦河川事務所における関東地方整備局河川巡視規程に基づき、河川管
理施設の維持管理状況、許認可事項に伴う条件の履行状況、不法行為、不法投棄及び
水質汚濁の状況などを行うものである。本業務遂行に当たっては、河川巡視業務の途上
において、日々、河川利用者などとの接触がある。その対応には、河川法を始め河川管
理に関する諸規定に精通し、それに違反していないかの判断することはもとより、行政窓
口としての品格が求められ、かつ、行政的視点に立って公平・中立の立場で機密の保持
を確保しつつ的確に行えることが必要である。
上記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目
的に設立された公益法人であり、本業務の初期の目的達成のため河川巡視員研修の実
施や「河川巡視のしおり」の作成等を行って、河川巡視員の技術向上に努め、河川管理
に関する高度な知識をもった技術者を多数有している。本業務の履行にあたっては、この
ような河川行政の経験と河川技術の知見のある同法人をおいてはない。
よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、社団法人関
東建設弘済会と随意契約をするものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2731 （社）関東建設弘済会
平成１７年度河川情況把握業務
委託

唐澤仁士　霞ケ浦河川事務所　茨城県潮
来市潮来３５１０

2005年04月01日 3,675,000

本業務は、霞ヶ浦河川事務所における洪水時及び地震時における災害の初期情報の把
握及び河川管理施設等の点検を行うものである。本業務遂行に当たっては、豊富な河川
管理の経験を有するとともに洪水時や地震時における河川管理施設等の情況を適切に
把握し、異常を発見した場合には、施設に与える影響度合の判断が求められ、かつ、行
政的視点に立って公平・中立の立場で機密の保持を確保しつつ的確に行えることが必要
である。
上記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目
的に設立された公益法人であり、本業務の初期の目的を達成するために河川情報セン
ター端末機の整備を図って、実施時の迅速な対応に努めると共に、状況把握を的確に行
うために現地において総合実施訓練を行い、河川状況把握に関する高度な知識をもった
技術者を多数有している。本業務の履行にあたっては、河川管理の確かな経験と河川技
術の知見のある同法人をおいてはない。
よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、社団法人関
東建設弘済会と随意契約を実施するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
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量
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2732 （社）関東建設弘済会
霞ヶ浦河川事務所現場技術業務
委託

唐澤仁士　霞ケ浦河川事務所　茨城県潮
来市潮来３５１０

2005年04月01日 148,575,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通
じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は
法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この
業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2733 （社）関東建設弘済会
霞ヶ浦河川事務所積算補助業務
委託単価契約（第１四半期分）

唐澤仁士　霞ケ浦河川事務所　茨城県潮
来市潮来３５１０

2005年07月13日 20,133,750

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2734 東京電力（株） 電気料（４月分）
唐澤仁士　霞ケ浦河川事務所　茨城県潮
来市潮来３５１０

2005年04月26日 2,471,063

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2735 東京電力（株） 電気料（５月分）
唐澤仁士　霞ケ浦河川事務所　茨城県潮
来市潮来３５１０

2005年05月31日 1,811,164

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2736 東京電力（株） 電気料（６月分）
唐澤仁士　霞ケ浦河川事務所　茨城県潮
来市潮来３５１０

2005年06月27日 1,884,155

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2737 東京電力（株） 電気料（７月分）
唐澤仁士　霞ケ浦河川事務所　茨城県潮
来市潮来３５１０

2005年08月01日 1,916,200

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2738 東京電力（株） 電気料（７・８月分）
唐澤仁士　霞ケ浦河川事務所　茨城県潮
来市潮来３５１０

2005年08月22日 2,677,088

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2739 東京電力（株） 電気料（９月分）
唐澤仁士　霞ケ浦河川事務所　茨城県潮
来市潮来３５１０

2005年10月04日 1,991,369

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2740 東京電力（株） 電気料（１０月分）
唐澤仁士　霞ケ浦河川事務所　茨城県潮
来市潮来３５１０

2005年10月25日 2,578,251

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2741 東京電力（株） 電気料（１１月分）
唐澤仁士　霞ケ浦河川事務所　茨城県潮
来市潮来３５１０

2005年11月28日 2,006,482

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2742 東京電力（株） 電気料（１２月分）
唐澤仁士　霞ケ浦河川事務所　茨城県潮
来市潮来３５１０

2005年12月22日 1,692,832

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2743 東京電力（株） 電気料（１月分）
唐澤仁士　霞ケ浦河川事務所　茨城県潮
来市潮来３５１０

2006年01月31日 2,199,345

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2744 東京電力（株） 電気料（１・２月分）
唐澤仁士　霞ケ浦河川事務所　茨城県潮
来市潮来３５１０

2006年02月21日 1,232,473

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2745 東京電力（株） 電気料（２月分）
唐澤仁士　霞ケ浦河川事務所　茨城県潮
来市潮来３５１０

2006年03月07日 1,939,337

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2746
（財）ダム水源地環境整備
センター

Ｈ１７霞ケ浦導水事業環境影響
検討業務

羽鳥耕一 霞ヶ浦導水工事事務所  茨城
県土浦市下高津２－１－３

2005年07月20日 61,740,000

大気環境の影響検討にあたっては、工事 盛期の工事量と粉じん・騒音等の発生量を効
率的に推定する必要があるため、ダム型式・規模別工事量ＤＢや大気環境ＤＢを利用す
ることが必要不可欠である。ＷＥＣが保有するこれらのＤＢは、長期間にわたる調査・研究
の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるもの
である。
水環境の影響検討にあたっては、将来の流域負荷を推定した上で、貯水池内の水質を予
測する必要がある。このためには、経年的水質ＤＢやダム諸量ＤＢ等を利用し、既設ダム
の諸元や流入量・放流量、流入水質・放流水質を入力条件として、既設のダムにおいて
予測モデルを検証した上でパラメータを設定し、貯水池内水質シミュレーションを実施する
ことが必要不可欠である。ＷＥＣが保有する水質計算プログラムは、著作権法に基づき登
録された唯一のプログラムであり、また、ＷＥＣが保有するこれらのＤＢについては、長期
間にわたる調査・研究の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で
唯一信頼のおけるものである。
動植物、生態系等の影響検討にあたっては、事業区域及びその周辺に生息する生物の
生息環境を推定し、事業による改変区域を重ね合わせることにより、事業の影響を予測
することが必要であるため、河川水辺の国勢調査［ダム湖版］ＤＢを利用することが必要
不可欠である。ＷＥＣが保有する当該ＤＢは、長期間にわたる調査・研究の実績の中から
構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるものである。
さらに、総合的な評価を行うには、高度な知識及び 新の情報を関係する学識経験者等
の協力のもとに蓄積していく必要があるとともに、全国的な広範な知見のもとに、統一的
に、行政上の政策検討として中立かつ公平な立場から実施する必要がある。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由か
ら本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法第29条の3第4項、予決令第
102条の4第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2747
（財）ダム水源地環境整備
センター

那珂川魚類保全対策検討業務
羽鳥耕一 霞ヶ浦導水工事事務所  茨城
県土浦市下高津２－１－３

2005年07月28日 20,160,000

魚類保全対策の検討にあたっては、仔鮎等魚類生態を把握し、魚類の迷入防止策を検
討する必要があるため魚類生態等のＤＢと魚類に応じた迷入対策事例ＤＢを利用するこ
とが必要不可欠である。WECが保有するこれらのＤＢは長期間にわたる調査研究の実績
の中から構築されたものであり、その情報量・精度の面で唯一信頼のおけるものである。
また、高度な知識・ 新の情報を関係する学識者の協力のもとに蓄積することが必要で
あると伴に、WEC所有の「仔鮎の誘導方法」等の工業所有権法に基づく迷入防止の特許
技術を活かした保全対策の検討も必要不可欠であり、これらの特定の知識・経験・能力を
有する技術力が必要である。影響分析・保全対策は進展途上であり、政策検討として中
立・公平な立場から評価する必要がある。ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、
高度な技術力を有しており、上記の理由から本業務の目的を達成できる唯一の機関であ
る。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2748 （社）関東建設弘済会 管内現場技術業務委託
羽鳥耕一 霞ヶ浦導水工事事務所  茨城
県土浦市下高津２－１－３

2005年04月01日 44,625,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通
じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は
法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この
業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2849 （財）建設技術研究所
Ｈ１７大谷川合流部水理模型実
験検討業務

田井中治　日光砂防事務所　栃木県日
光市萩垣面２３９０

2005年12月19日 15,960,000

本業務は、日光砂防事務所管内の大谷川と鬼怒川の合流点における問題点の把握と、
計画砂防施設の効果の確認を水理模型実験により行うことを目的とする。本業務の履行
にあたっては、合流点に関する調査・研究・実験の実績を有し、複雑な土砂移動現象に関
する問題の把握と原因の解明、並びにそれらの問題点を解消するための砂防施設計画
の立案に関して広範囲な知識と経験、並びに高度な知見を有することが必要である。さら
に、当該流域に精通し、実験における流砂量計測等を効率的に行うことの出来る技術を
有していることが重要である。　上記法人は、合流点における土砂水理現象を対象とし
た、特殊で高度な水理模型実験と実験による砂防施設配置計画の検討に関して豊富な
経験と高度な技術を有しているのみならず、今回の対象箇所である大谷川における上流
部での水理模型実験を実施しており、当該流域に精通している。　また、鬼怒川と大谷川
合流点を計画する上で、大谷川から土砂供給の時間的変化に応じた正確な流砂量計測
が要求されるが、これを実施するための流砂量計測技術（ハイドロフォン）を有している唯
一の機関である。　さらに上記財団は、学識経験者、並びに専門家による「砂防水理模型
実験検討委員会」（委員長：東京農工大学 石川芳治教授）を常設しており、適切な実験方
法並びに結果の評価等を実施することが可能である。　よって、会計法第29条の3第4項
及び予算決算令102条の４第3号の規定により、上記法人と随意契約を実施するものとす
る。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行するための準
備に時間を要するもの

2750 （社）関東建設弘済会 厚生福祉業務委託
羽鳥耕一 霞ヶ浦導水工事事務所  茨城
県土浦市下高津２－１－３

2005年04月01日 2,415,000

本業務は、当事務所の厚生福祉業務の運営を行うものであり、業務の性質上業務に対す
る経験と知識が要され、円滑なる運営を図るために経験豊富な人材を有し、かつ信頼関
係を保持することが必要である。
  社団法人関東建設弘済会は、国土交通大臣の許可法人であり、設立目的及び事業内
容において、前記条件に整合する唯一の公益法人であるので、随意契約を締結するもの
である。

根拠条文「会計法第２９条の３第４項（予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
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契約を締結した日
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（円）

随意契約によることとした理由
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2751 東京電力（株）
４月分電気料（那珂機場特別高
圧）

羽鳥耕一 霞ヶ浦導水工事事務所  茨城
県土浦市下高津２－１－３

2005年05月16日 1,011,239
光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2752 東京電力（株）
５月分電気料（那珂機場特別高
圧）

羽鳥耕一 霞ヶ浦導水工事事務所  茨城
県土浦市下高津２－１－３

2005年06月13日 1,021,137
光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2753 東京電力（株）
６月分電気料（那珂機場特別高
圧）

羽鳥耕一 霞ヶ浦導水工事事務所  茨城
県土浦市下高津２－１－３

2005年07月08日 1,018,139
光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2754 東京電力（株）
７月分電気料（那珂機場特別高
圧）

羽鳥耕一 霞ヶ浦導水工事事務所  茨城
県土浦市下高津２－１－３

2005年08月09日 1,033,579
光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2755 東京電力（株）
８月分電気料（那珂機場特別高
圧）

羽鳥耕一 霞ヶ浦導水工事事務所  茨城
県土浦市下高津２－１－３

2005年09月13日 1,074,899
光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2756 東京電力（株）
９月分電気料（那珂機場特別高
圧）

羽鳥耕一 霞ヶ浦導水工事事務所  茨城
県土浦市下高津２－１－３

2005年10月17日 1,024,335
光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2757 東京電力（株）
１２月分電気料（那珂機場特別高
圧）

羽鳥耕一 霞ヶ浦導水工事事務所  茨城
県土浦市下高津２－１－３

2006年01月16日 1,012,718
光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2758 東京電力（株）
１月分電気料（那珂機場特別高
圧）

羽鳥耕一 霞ヶ浦導水工事事務所  茨城
県土浦市下高津２－１－３

2006年02月13日 1,027,360
光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2759 （財）公共用地補償機構
圏央道利根川架橋工事に伴う漁
業影響調査等業務１７Ｂ８

鮫島寛　常総国道事務所　茨城県土浦
市川口１－１－２６

2005年05月31日 34,440,000

本業務の遂行にあたっては、現状の河川環境及び水性生物、漁法等にも精通し、土木工
事の知識や漁業補償に関する高度な知識を有すると共に、学識経験者の意見等を的確
に取りまとめる高度な技術力及び体制が必要不可欠である。適用条令会計法２９条の３
第４項、予決令第１０２条の４第３項

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（平
成１９年度から企画競争を実施
し、その後総合評価による一般
競争を検討）

公募手続を導入

2760 （財）国土技術研究センター
管内事業整備効果検討業務１７
Ｋ２１

鮫島寛　常総国道事務所　茨城県土浦
市川口１－１－２６

2005年10月19日 37,275,000

本業の遂行に当たっては、多岐・多様な見地から新たなアウトカム指標を設定し、客観的
に事業を評価するため、公平・中立的な立場で官民双方からの情報収集が行えるととも
に、道路事業に関する主要指標や道路行政の施策評価に関する高度な知識と豊富な経
験が必要である。適用条令会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３項

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

2761 （財）先端建設技術センター
圏央道阿見高架橋工事技術支
援業務委託１７Ｊ３

鮫島寛　常総国道事務所　茨城県土浦
市川口１－１－２６

2005年04月01日 10,605,000

本業務は、学識経験者等で構成される「阿見高架橋技術評価検討委員会（仮称）」からの
助言や提案を頂きながら資料作成等を行うものであり、設計施工一括発注方式に基づい
た技術評価に関する高度な知識と豊富な経験を有しているとともに、橋梁の設計施工に
関する高度な知識と豊富な経験が必要である。財団法人先端建設技術センターは、本業
務の遂行に当たっての要求に関し、責任ある業務を遂行できる人材を有している等、民間
コンサルタントにはない知識と経験を有していることから、本業務を遂行するのに必要な
要件を備えた契約対象機関である。よって、上記契約相手方と随意契約を行うものであ
る。適用条令会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３項

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

2762 （財）先端建設技術センター
平成１７年度鋼コンクリート合成
床版技術検討業務

鮫島寛　常総国道事務所　茨城県土浦
市川口１－１－２６

2005年09月01日 15,120,000

本業務は、各種提案される合成床版が、道路橋示方書の要求性能を満たしているかにつ
いて、設計のガイドライン（案）等を用いて検証し、その内容の妥当性を検討するものであ
る。 財団法人先端建設技術センターは、高架橋の新しいタイプの床版の評価・検討を行
うなど床版の設計・施工に関する高度な知識と豊富な経験を有しており、また鋼コンクリー
ト合成床版に関して、有識者等で構成される技術検討会を開催し、各種マニュアルの取り
まとめを行い、マニュアルの趣旨・内容について詳細に熟知していることから本業務を遂
行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。　よって上記契約相手方と随
意契約を行うものである。適用条令会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３項

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

2763 （財）道路環境研究所 圏央道他環境調査検討１７Ｋ４
鮫島寛　常総国道事務所　茨城県土浦
市川口１－１－２６

2005年04月01日 66,150,000

本業務の遂行に当たっては、道路事業における猛禽類保全対策及び昆虫類保全対策に
関する高度な知識と豊富な経験を有しているとともに、過年度における「茨城圏央道猛禽
類保全対策検討委員会」及び「千葉圏央道トンボ類保全対策検討員会」の検討内容等に
ついて詳細に熟知している必要がある。適用条令会計法２９条の３第４項、予決令第１０２
条の４第３項

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

2764 （財）道路新産業開発機構
管内地震緊急情報提供システム
検討業務

鮫島寛　常総国道事務所　茨城県土浦
市川口１－１－２６

2005年12月28日 11,550,000

本業務は、工事現場における各種作業内容に精通すると共に、緊急性を有する情報の発
信手法等、 新のIT技術を活用する高度な技術力を有し、且つ気象庁の緊急情報を受信
する資格を有する組織力が必要である。財団法人道路新産業開発機構は、本業務の遂
行に不可欠な情報発信に関する技術について、先駆的に研究を行っているITSの各種の
高度な技術を利用しており、また、地震緊急情報に関する自主研究を始め、気象庁から
の情報受信の体制が整うなど本業務を履行するにたりる唯一の契約対象機関である。
よって、よって上記契約相手方と随意契約を行うものである。適用条令会計法２９条の３
第４項、予決令第１０２条の４第３項

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入
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2765 （社）関東建設弘済会
常総国道積算補助業務委託（単
価契約）１７Ｊ４

鮫島寛　常総国道事務所　茨城県土浦
市川口１－１－２６

2005年10月28日 18,418,732

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2766 （社）関東建設弘済会 用地補償説明業務１７Ｂ６
鮫島寛　常総国道事務所　茨城県土浦
市川口１－１－２６

2005年04月01日 79,275,000

本業務の遂行にあたっては、用地補償に関する専門的高度な判断と行政上の豊富な知
識及び用地交渉で培われた特定の経験並びに業務の性質上秘密保持を必要とする極め
て特殊なものである。適用条令会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３項 見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2767 （社）関東建設弘済会 用地補償説明等業務１７Ｂ７
鮫島寛　常総国道事務所　茨城県土浦
市川口１－１－２６

2005年04月13日 74,760,000

本業務の遂行にあたっては、用地補償に関する専門的で高度な判断と行政上の豊富な
知識及び用地交渉で培われた特定の経験が不可欠であり、また業務の性質上、秘密保
持を必要とする極めて特殊なものである。適用条令会計法２９条の３第４項、予決令第１０
２条の４第３項

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2768 （社）関東建設弘済会
常総国道現場技術業務委託１７
Ｊ２

鮫島寛　常総国道事務所　茨城県土浦
市川口１－１－２６

2005年04月01日 183,750,000

本業務は、道路事業全般及び工事監督等に精通することはもとより、本業務内容を十分
理解して、的確な判断が可能な経験及び能力を必要とし、高度な中立性と公平性が不可
欠であるとともに、地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料を作成することから、
業務上知り得た事柄に対する秘密の保持を要する業務である。社団法人関東建設弘済
会は、責任ある業務を遂行できる人材を有する等、民間コンサルタントにはない知識と経
験を有していることから、本業務を遂行するのに必要な要件を備えた契約対象機関であ
る。よって、上記契約相手方と随意契約を締結するものである。適用条令会計法２９条の
３第４項、予決令第１０２条の４第３項

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2769 （社）関東建設弘済会
計画調査資料作成業務委託１７
Ｋ１

鮫島寛　常総国道事務所　茨城県土浦
市川口１－１－２６

2005年04月01日 78,750,000

本業務を遂行するにあたっては、作成する資料が行政判断を行う際の意思形成段階のも
のであること、関係行政機関等からの未公開の情報収集が必須であることなどから、業
務遂行にあたって秘密の保持が絶対条件となる。このため、高度な中立性と公平性を必
要とする業務であり、なおかつ資料作成に関する高度な知識と経験が不可欠である。適
用条令会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３項

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2770 東京電力（株） 茨城４６８号新設　物件移転料
鮫島寛　常総国道事務所　茨城県土浦
市川口１－１－２６

2005年06月28日 4,067,100

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2771 東京電力（株） 茨城４６８号新設　物件移転料
鮫島寛　常総国道事務所　茨城県土浦
市川口１－１－２６

2005年07月28日 2,217,700

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2772 東京電力（株） 茨城４６８号新設　物件移転料
鮫島寛　常総国道事務所　茨城県土浦
市川口１－１－２６

2005年08月12日 3,286,000

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2773 東京電力（株） 茨城４６８号新設　物件移転料
鮫島寛　常総国道事務所　茨城県土浦
市川口１－１－２６

2005年08月12日 3,689,100

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2774 東京電力（株） 茨城４６８号新設　物件移転料
鮫島寛　常総国道事務所　茨城県土浦
市川口１－１－２６

2005年08月12日 3,770,600

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2775 東京電力（株） 茨城４６８号新設　物件移転料
鮫島寛　常総国道事務所　茨城県土浦
市川口１－１－２６

2005年09月26日 1,390,200

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2776 東京電力（株） 茨城４６８号新設　物件移転料
鮫島寛　常総国道事務所　茨城県土浦
市川口１－１－２６

2005年11月01日 3,591,100

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2777 東京電力（株） 茨城４６８号新設　物件移転料
鮫島寛　常総国道事務所　茨城県土浦
市川口１－１－２６

2005年11月07日 4,068,900

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2778 東京電力（株） 茨城４６８号新設　物件移転料
鮫島寛　常総国道事務所　茨城県土浦
市川口１－１－２６

2005年11月07日 1,393,200

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2779 東京電力（株） 茨城４６８号新設　物件移転料
鮫島寛　常総国道事務所　茨城県土浦
市川口１－１－２６

2006年01月05日 3,253,000

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2780 東京電力（株） 茨城４６８号新設　物件移転料
鮫島寛　常総国道事務所　茨城県土浦
市川口１－１－２６

2005年11月30日 1,333,800

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2781 東京電力（株） 茨城４６８号新設　物件移転料
鮫島寛　常総国道事務所　茨城県土浦
市川口１－１－２６

2006年02月01日 1,330,800

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)
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2782 東京電力（株） 茨城４６８号新設　物件移転料
鮫島寛　常総国道事務所　茨城県土浦
市川口１－１－２６

2006年02月27日 5,244,100

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2783 （財）海洋架橋・橋梁調査会 Ｈ１７管内橋梁調査他業務
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年09月15日 61,845,000

当事務所では約２３０橋の橋梁を管理しており、これらの橋梁の延命化を図るために適切
な管理を行っていく必要がある。そのためには、現在の橋梁の損傷状況を橋梁点検によ
り正確に把握し、橋の状態を検査するとともに、これら結果を適切に管理する必要が生じ
ている。  本業務の遂行にあたっては、道路橋の調査、設計、施工、点検手法・検査技
術、補修・補強方法等、橋梁に関する総合的かつ高度な知識と豊富な経験を有している
ことが必要である。また、検査に際しては、補修等の時期を判定することから、橋梁に関
する技術的知見に加えて行政的知見も必要であり、公平中立の立場の者が行う必要が
ある。　本業務請負予定者は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境その他
の問題についての調査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることに
よって国民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを目的とした財団で、道路橋の
保全に関する高度な技術と豊富な実績を有する（財）道路保全技術センターの橋梁部門
を平成１６年度に移管し発足した組織であることから、道路橋に係わる調査・管理業務の
高度な知識・技術・情報と豊富な経験を有する唯一の公益法人であり、本業務に必要な
上記能力を有する者は、（財）海洋架橋・橋梁調査会をおいて他にない。　　よって、会計
法第２９条の３第４項、予算決令及び会計令だい１０２条の４第３号の規定により、財団法
人海洋架橋・橋梁調査会と随意契約を行うものである。

問題があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

2784 （財）国土技術研究センター
平成１７年度　高速道路利用促
進検討業務

久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年04月28日 29,190,000

　本業務の遂行にあたっては、高速道路とその沿線の地域開発との一体的整備など、国
土の高度利用に関する高度な知識と豊富な経験を有しているとともに、栃木県の地域特
性や交通体系、道路の実情を詳細に熟知していることが必要である。
　財団法人国土技術研究センターは、国土の有効かつ高度な利用を図るための事業を推
進するため、道路計画、都市・地域計画に関する建設事業を中核とする多領域にわたる
地域・都市開発、大規模プロジェクト等の構想及びマスタープラン等の立案、ならびにこれ
らに必要な調査・研究・技術開発を業務とし、高度な技術と豊富な経験を有している。
　また、平成１６年度に東北道の料金割引社会実験を通じ、利用促進方策を検討してお
り、管内で同様な実績を有しているとともに、栃木県の実情を十分熟知していることから、
本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

2785 （財）先端建設技術センター 利根川橋工事技術支援業務
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年05月12日 17,010,000

　本業務の遂行にあたっては、設計施工一括発注方式に関する技術評価についての高
度な知識と豊富な経験を有しているとともに、橋梁の設計施工に関する高度な知識と豊
富な経験が必要である。さらに、民間等の先端建設技術に関する幅広い知識を有してい
る必要がある。
　財団法人先端建設技術センターは、我が国の建設事業に係わる先端的な技術に関す
る調査研究、開発及び普及を行う公益団体であり、国土基盤整備の推進を図り、もって国
民生活の安定と向上を資することを目的としており、これまでにも関東地方整備局管内に
おいて、「高谷川橋技術支援業務（平成１４年度）」や「亀泉高架橋工事技術評価支援業
務（平成１５年度）」に携わり、各種技術提案について技術評価項目に基づいた評価等を
実施しており、更に利根川橋においても、「利根川橋工事技術評価支援業務（平成１６年
度）」を実施するなど、設計施工一括発注方式の手続きに基づいた技術評価や橋梁の設
計施工に関する高度な知識と豊富な経験を有している。
　さらに、「新建設技術情報ガイド」を定期的にとりまとめるなど、先端技術に関する幅広
い知識を有しており、本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関であ
る。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

2786 （財）道路環境研究所 Ｈ１７管内道路景観策定業務
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年07月15日 14,175,000

　本業務の遂行にあたっては、良好な道路景観の確保のための総合的かつ科学的な知
見、豊富な経験を有しているとともに、関係機関との連絡調整、意見をまとめる行政的視
野及び道路法・環境に関する関係諸法令等の解釈運用についても、専門的な知識と豊富
な経験を有していることが必要である。
　財団法人道路環境研究所は、地球環境及び自然環境と調和し、生活環境と両立する良
好な道路環境を確保するための諸方策を総合的、科学的に調査研究することなどによ
り、道路及び道路交通の健全な発展に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上
に寄与することを目的として設立された団体であり、生活環境と両立する道路環境（景観）
の確保・方策について専門的な知識と豊富な経験を有している。また、昨年度業務「管内
道路景観整備検討業務」において、現地調査を行い、道路景観重要ポイントをまとめ、「と
ちぎ国道道路景観マスタープラン（案）」を作成し、道路構造、地域特性を十分熟知してい
る。これらのことから本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

2787 （財）道路空間高度化機構 Ｈ１７交通円滑化他検討業務
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年09月05日 23,625,000

　本業務の遂行にあたっては、道路空間等を有効活用することによって、安全・円滑な交
通の確保を図るとともに、道路空間の高度利用、良好な市街地整備の促進等を支援する
方策等に関して、高度な知識と豊富な経験を有する必要がある。
　財団法人道路空間高度化機構は、道路空間の有効かつ高度な利用を図るための事業
を推進するため、道路空間高度化事業に関する調査研究などを行う事により、道路の整
備及びこれと併せた良好な市街地形成並びに安全・円滑な交通の確保を図るとともに、
活力ある地域社会の創生等に貢献し、もって国民生活の向上に寄与することを目的とし
て設立され、道路空間の有効利用による都市の再生や道路空間のあり方について自主
研究として取り組んでおり、本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関であ
る。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2788 （財）道路空間高度化機構
Ｈ１７観光道路空間のあり方検討
業務

久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年10月31日 37,380,000

　本業務の遂行にあたっては、道路空間を利用した観光や地域連携支援の検討を行うこ
とから、道路や沿道空間の一体的整備等、道路空間の有効かつ高度な利用を図るため
の高度な知識と豊富な経験が要求される。
財団法人道路空間高度化機構は、道路と建築物等との立体的整備、道路とその沿道の
建築物等の一体整備、道路空間等を活用した交通結節点等の整備、道路空間のバリア
フリー化、その他道路空間の有効かつ高度な利用を図るため、道路空間高度化事業に関
する調査研究を行うとともに、沿道空間の一体的な整備に関し、中立公平な立場から方
針検討について豊富な知識と経験を有しており、事業を遂行するに必要な要件を備えた
唯一の契約対象機関である。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

2789 （財）道路新産業開発機構
平成１７年度　スマートＩＣ検討業
務

久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年04月01日 111,657,000

　本業務の遂行にあたっては、ＩＴＳ技術について高度な知識と豊富な経験、ＥＴＣ機器に
関する技術的内容、スマートＩＣの考え方や運用方法などの幅広い知識、社会実験の運営
および評価に精通していることが必要である。
　（財）道路新産業開発機構は、道路に関連する新しい産業分野についての調査研究を
行うとともに、その開発プログラムを策定すること等により、道路機能の健全な発展と道路
整備の拡充に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的と
して設立され、平成１１年４月には「ＥＴＣ運用検討会」を開催し、ＥＴＣの導入支援を実施し
て以来、今日まで継続してＥＴＣ関連の調査研究を実施している。
　なお、平成１３年度には自主研究として「スマートウェイパートナー会議　次世代インフラ
検討部会　スマートＩＣ検討ＷＧ」を実施し、スマートＩＣに関する知見を蓄積してきており、
また、「自動二輪車の効率的な料金収受方式に関する検討業務（国交省有料道路課）」、
「飛鳥地域自転車・歩行者支援ＩＴＳ検討（奈良国道）」など、ＩＴＳを活用した社会実験の運
営及び評価を多数実施しており、高度な知識と豊富な経験を有している。
　さらに、（財）道路システム高度化推進機構の設立を支援しており、ＥＴＣの導入及び普
及促進にも貢献するなど、ＥＴＣの活用に関して中心的役割を負う公正な立場での行政的
な知見を有していることから本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関であ
る。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

2790 （財）道路新産業開発機構
Ｈ１７栃木地域情報ネット検討業
務

久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年09月05日 36,225,000

　本業務の遂行にあたっては、官民協調による情報システム整備計画の構築等行うもの
であり、行政的視野にたった情報技術に関する幅広い技術的知識、開発・展開状況等の
的確な把握能力及び経験が要求される。
財団法人道路新産業開発機構は、道路高度情報基盤施設の整備に関する調査研究や
情報システムの開発、新しい産業の開発についての関係機関との連絡及び調整並びに
広報を業務とし、官民に連携した情報基盤の整備並びに情報コンテンツの提供等に関す
る調査研究を行ってきていることから、業務を遂行するのに必要な要件を備えた唯一の契
約対象機関である。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

2791 （財）道路新産業開発機構
平成１７年度　那須高原ＳＡス
マートＩＣ検討業務

久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2006年01月27日 52,605,000

　本業務の遂行にあたっては、ＩＴＳ技術について高度な知識と豊富な経験、ＥＴＣ機器に
関する技術的内容、スマートＩＣの考え方や運用方法などの幅広い知識、社会実験の運営
および評価に精通していることが必要である。
（財）道路新産業開発機構は、道路に関連する新しい産業分野についての調査研究を行
うとともにその開発プログラムを策定すること等により、道路機能の健全な発展と道路整
備の拡充に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とし
て設立された公益法人である。また、「ＥＴＣ運用検討会」を開催し、ＥＴＣの導入を支援す
るとともに自主研究として「スマートウェイパートナー会議　次世代インフラ検討部会　ス
マートＩＣ検討ＷＧ」を実施し、スマートＩＣに関する知見を蓄積してきており、高度な知識と
豊富な経験を有している。
　さらにＥＴＣの導入および普及促進など、ＥＴＣの活用に関して中心的役割を負う公正な
立場での行政的な知見を有していることから本業務を遂行するに必要な要件を備えた契
約対象機関である。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

2792 （財）道路新産業開発機構
平成１７年度上河内ＳＡスマートＩ
Ｃ検討業務

久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2006年02月09日 52,500,000

　本業務の遂行にあたっては、ＩＴＳ技術について高度な知識と豊富な経験、ＥＴＣ機器に
関する技術的内容、スマートＩＣの考え方や運用方法などの幅広い知識、社会実験の運営
および評価に精通していることが必要である。
（財）道路新産業開発機構は、道路に関連する新しい産業分野についての調査研究を行
うとともにその開発プログラムを策定すること等により、道路機能の健全な発展と道路整
備の拡充に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とし
て設立された公益法人である。また、「ＥＴＣ運用検討会」を開催し、ＥＴＣの導入を支援す
るとともに自主研究として「スマートウェイパートナー会議　次世代インフラ検討部会　ス
マートＩＣ検討ＷＧ」を実施し、スマートＩＣに関する知見を蓄積してきており、高度な知識と
豊富な経験を有している。
　さらにＥＴＣの導入および普及促進など、ＥＴＣの活用に関して中心的役割を負う公正な
立場での行政的な知見を有していることから本業務を遂行するに必要な要件を備えた契
約対象機関である。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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2793 （財）道路保全技術センター Ｈ１７道路施設管理検討業務
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年10月25日 34,860,000

高度化・多様化する道路行政に対する一般市民の要望に迅速かつ的確に対応するた
め、多種膨大な道路施設等の情報を合理的に管理することが必要となってきている。
本業務は、関東地方整備局管内で運用している道路管理データベース（ＭＩＣＨＩ）へ 新
情報を提供するため、宇都宮国道事務所管内において完成した道路施設について、その
基本データ作成の支援を行うものである。
本業務の遂行にあたっては、道路施設管理に関する高度な知識と豊富な経験を有してい
るとともに、ＭＩＣＨＩのシステム構成・管理運用方法等について詳細に熟知していなければ
ならない。
財団法人　道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、技術開発、シ
ステム開発整備、技術指導、情報の収集整理及び提供を行うことにより、効率的かつ合
理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向
上に寄与することを目的として設立された公益法人である。
これまでにも関東地方整備局管内において、道路施設情報のＭＩＣＨＩへの初期整備を実
施しているほか、道路施設の点検等に関する各種マニュアルの整備の検討を実施するな
ど、道路施設管理に関する高度な知識と豊富な経験を有しているとともに、ＭＩＣＨＩに係る
電子情報技術者を保有している。
また、ＭＩＣＨＩの基幹システム及びデータ入力、更新システムを唯一保有しており、本業務
の遂行に必要な要件を備えた契約対象機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定によ
り財団法人　道路保全技術センターと随意契約を行うものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2794 （財）道路保全技術センター
Ｈ１７宇都宮国道管内路面下空
洞調査検討業務

久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年06月30日 45,150,000

　　路面下空洞調査は、自走する道路調査車等により路面下の空洞調査を行うもので、
収集したデータを解析し異常箇所の特定を行い、さらに詳細調査及び解析を行うことで、
路面下空洞調査箇所の検出をするものである。
　　本業務の遂行にあたっては、調査収集したデータを、これまで蓄積されたデータ情報
を基に総合的に解析し、路面下空洞の特定を行うという極めて高度な技術と経験を必要
とし、更に探査機器等を用いた調査・解析手法等の専門的な技術及び知識が必要　不可
欠である。
　　財団法人道路保全技術センターは、これまでにも路面下空洞探査システムの開発は
もとより、平成３年度から本事務所管内の路面下空洞調査を手掛けるとともに、道路　保
全に関する情報を継続して収集・蓄積している。さらに当該業務に不可欠な車両及　び機
器を用いた実用的、効率的な調査・解析手法の確立とその運用基準の整備を行うなど道
路保全技術に関する先進的な知識及び経験を有しているほか、空洞柱状図の写真撮影
についての特許を有し、分析・診断等の技術を有していることから、本業務を　遂行するに
必要な高度な技術と経験を有する唯一の契約対象機関である。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

2795 （財）道路保全技術センター
Ｈ１７宇都宮国道道路巡回支援
システム改良業務

久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年12月22日 11,707,500

　本業務は昨年度機能強化に伴うシステム改良を実施したことから、旧システムで蓄積さ
れた過去の事象データを新システムにて活用をするため、新システム移行に向けたデー
タ変換プログラム等の検討及び開発を行うものである。
　本業務の遂行にあたっては、道路巡回業務に影響を与えない円滑な業務遂行が必要で
あり、システムのプログラムを含む技術的な内容及び操作方法について熟知していること
が必要である。
（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関する事
業を行い、国民生活の向上に寄与することを目的として設立された財団であり、本システ
ムを開発している。従って、本システムの技術的な内容及び操作方法を熟知している他、
システムプログラムの基本部分について、著作者人格権の同一性保持権（著作権法第２
０条）を有していることから、本業務を遂行できる唯一の業者である。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

2796 （財）日本気象協会
平成１７年度管内気象予測情報
提供業務委託

久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年04月01日 14,962,500

　財団法人日本気象協会は、気象庁の外郭団体として昭和２５年の設立以来５０年間以
上にわたり、気象知識の啓蒙・普及を始めとする気象庁の補完的事業の他、防災情報
ニーズに対する予報技術の研究開発を進めており、３０７名（平成１７年３月現在）の気象
予報士を有し、民間開発を含めた予報認可団体の中で日本 大の予報集団組織として、
気象・予報技術と高精度の予測技術に関する高度な知識と経験を有している。
　以上のことにより、上記業者は本業務を遂行するにあたり高度な知識と経験を有し、業
務の趣旨を も理解している唯一の契約対象機関である。（会計法第２９条の３第４項及
び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2797 （社）関東建設弘済会
平成１７年度宇都宮国道事務所
積算補助業務委託単価契約（第
３

久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年08月08日 51,205,350

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2798 （社）関東建設弘済会 清掃及び賄業務
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年04月01日 3,675,000

   本業務の履行にあたっては、職員の健康管理に配慮するとともに、職員とのコミュニ
ケーションは基よりプライバシーに触れる機会も多く、また、国の施設であり、事務所から
離れている場所に設置していることから近隣住民、来客者に対する対応も国の職員と同
等に行わなければにらない。
　（社）関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進を図ることにより、地域社会及び国土
の健全な発展に奇与することを目的として設立された団体であり、福利厚生に関する事
業を行うことを目的の一つとしている。
　また、（社）関東建設弘済会は、昭和４０年代の当初から当該業務に携わっており、職員
の健康管理、応客対応に関する教育・研修に努めこの業務の目的と意義を十分理解して
いる。
　以上のように、本業務を遂行するために必要な信頼と実績を有し、きめ細やかな対応の
とれる体制を備えている唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2799 （社）関東建設弘済会
平成１７年度道路管理技術補助
業務委託

久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年04月01日 46,725,000

　本業務の実施にあたっては、道路管理といった業務の特殊性から、道路行政に関する
知識と経験を有することが不可欠で、加えて厳正な中立的立場を要求される極めて特殊
な業務である。
　社団法人関東建設弘済会は、同定款第３条に記載されているとおり建設事業の円滑な
推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目的として昭和４１年に設立された
公益法人であり、設立当初より建設事業に関する業務を行ってきており、本業務で必要と
する公益事業に関わる業務に精通した技術者を豊富に所有している。
　以上のことから当法人は本業務の遂行にあたり、管理技術者として発注者の意向を確
実・迅速に業務管理に反映することが可能である。また、本業務を的確に実施できる契約
対象機関である。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2800 （社）関東建設弘済会
平成１７年度道路情報連絡業務
委託

久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年04月01日 12,600,000

　業務履行にあたっては、道路利用者等からの通報に対し、職員の代理受報者として適
切な対応を行うとともに、職員への的確かつ迅速な伝達を行う能力を備えていることが必
要不可欠である。
　社団法人関東建設弘済会は、同定款第３条に記載されているとおり建設事業の円滑な
推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目的として昭和４１年に設立された
公益法人であり、豊富な経験と実績を有し、また、極めて高い信頼性を有しており、業務
内容に精通した技術者を豊富に保有している。
　以上のことから本業務の遂行にあたり、管理技術者として発注者の意向を確実・迅速に
業務管理に反映することが可能である。
　また、これまでにおいても継続して道路情報連絡業務を履行しており、本業務を的確に
実施できる唯一の契約対象機関である。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2801 （社）関東建設弘済会
平成１７年度道路交通情報シス
テム運用業務委託

久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年04月01日 27,300,000

　業務履行にあたっては、提供する情報の正確性が要求されることから、業務内容・目的
を熟知していなければならず、また、各関係機関との信頼関係も必要不可欠である。
　社団法人関東建設弘済会は、同定款第３条に記載されているとおり建設事業の円滑な
推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目的として昭和４１年に設立された
公益法人であり、豊富な経験と実績を有し、また、極めて高い信頼性を有しており、業務
内容に精通した技術者を豊富に所有している。
　以上のことから本業務の遂行にあたり、管理技術者として発注者の意向を確実・迅速に
業務管理に反映することが可能である。また、これまでにおいても継続して道路交通シス
テム運用業務を履行しており、本業務を的確に実施できる契約対象機関である。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2802 （社）関東建設弘済会 平成１７年度道路巡回業務委託
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年04月01日 26,250,000

　業務遂行にあたっては、巡回の内容を迅速にまとめ、正確に発注者に伝える能力や道
路管理上で危険な不法占用等に対して、行政的視野に立った迅速な措置を講ずる事が
必要である。
　社団法人関東建設弘済会は、関東地方整備局の道路巡回業務の内容、道路状況等に
精通した技術者を豊富に保有しており、行政的視野に立った道路情報等を確実・迅速に
発注者に伝えることが可能である。
　これまでにおいても継続して巡回業務を履行しており、民間コンサルタントにはない、行
政的視野に立った判断と経験を有しており、唯一の契約対象機関である。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの
(18年度より競争入札
による維持工事に含
む)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2803 （社）関東建設弘済会 入札・契約関係等窓口対応業務
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年05月31日 3,780,000

　本業務の遂行にあたっては、関東地方整備局の文書管理及び契約業務に関する取扱
等に熟知していること、窓口業務を行ううえで広く行政的視野に立った対応ができること等
の知識と経験が必要である。
　さらに管理する情報には関東地方整備局に登録された有資格業者に関する情報や建
設業法等に基づく情報があり、かつ登録企業の利害に直接関係する情報も含まれている
ことから、その取扱に関しては、中立的な立場にあることはもちろんのこと、国土交通行政
に精通した人材を有し、かつ過去の業務実績及び業務遂行の誠実性を勘案する必要が
ある。
　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に
寄与することを目的に設立された公益法人であり、本業務実施に必要な行政事務に関す
る豊富な経験と専門知識を有する優れた人材を多数擁しており、また、過去においても同
様な業務を数多く実施していることから、本業務の目的を達成できる唯一の契約対象機
関である。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2804 （社）関東建設弘済会 Ｈ１７　補償説明業務委託
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年04月21日 32,550,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補
助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高
い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠
なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）
で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場
はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保でき
る公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2805 （社）関東建設弘済会
平成１７年度　宇都宮国道現場
技術業務委託

久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年04月01日 76,650,000

　本業務を遂行するにあたっては、工事発注者の意向を機動的に工事に反映できる能力
が不可欠であるとともに、工事監督及び施行体制の点検という業務の特殊性から公平
性、中立性が要求される。
　社団法人関東建設弘済会は、同定款第３条に記載されているとおり「建設事業の円滑
な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目的」として昭和４１年に設立した
公益法人であり、設立当初より建設事業に関する業務を行ってきている。
　また、関東地方整備局の発注する公共工事を発注者の立場で統括管理した経験を持
ち、かつ、現場状況に精通した技術者を豊富に保有していることから管理技術者として発
注者の意向を確実・迅速に工事管理に反映することが可能である。
　また、これまでにおいても継続して監督補助業務を履行しており、公平性・中立性を確保
できる唯一の契約対象機関である。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2806 （社）関東建設弘済会
平成１７年度　宇都宮国道計画
補助業務委託

久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年04月01日 110,250,000

　本業務は宇都宮国道事務所の工務課・管理第二課及び機械課で行う施行計画立案に
関する資料のとりまとめ補助、積算資料等の作成、図面の整理及び工事施工管理に関す
る資料とりまとめ補助を行うものである。
　本業務を遂行するにあたっては、工事発注者の意向を機動的に設計計画に反映できる
能力を必要とし、発注形態を考慮した施行計画の立案や、また発注後の施工管理補助と
いった業務の特殊性から、道路行政に関する知識と経験を有することが不可欠で、加え
て厳正な中立的立場を要求される。
　社団法人関東建設弘済会は、同定款第３条に記載されているとおり「建設事業の円滑
な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目的」として昭和４１年に設立した
公益法人であり、設立当初より建設事業に関する業務を数多く行ってきており、本業務で
必要とする設計計画や施工管理補助に精通した技術者を豊富に所有していることから、
発注者の意向を確実・迅速に設計計画及び施工管理補助に反映することが可能である。
これまでも適切な業務執行を進めるための現場技術業務及び設計補助業務を行ってきて
おり、民間コンサルタントにはない高度な技術と経験を有していると判断できるものであ
り、唯一の契約対象機関である。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2807 （社）関東建設弘済会
平成１７年度出張所現場技術業
務委託

久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年04月01日 91,035,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通
じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は
法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この
業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2808 （社）関東建設弘済会 Ｈ１７調査設計補助業務
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年04月01日 49,350,000

業務履行にあたっては、業務発注者の意向を能動的に設計計画に反映できる能力を必
要とし、調査設計補助といった業務の特殊性から道路行政に関する知識と経験を有する
ことが不可欠で、加えて厳正な中立的立場を要求される。
　社団法人関東建設弘済会は、同定款第３条に記載されているとおり建設事業の円滑な
推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目的として昭和４１年に設立した公
益法人であり、設立当初より建設事業に関する業務を行ってきており、本業務で必要とす
る公共事業に係わる業務に精通した技術者を豊富に所有している。
　以上のことから上記業者は本業務の遂行にあたり、管理技術者として発注者の意向を
確実・迅速に業務管理に反映することが可能であり、本業務を的確に実施できる契約対
象機関である。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2809 （社）雪センター Ｈ１７路面凍結対策検討業務
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年10月05日 18,270,000

　業務遂行にあたっては、道路除雪・凍結の対策整備等に必要なデータを迅速にまとめ、
的確な管理及び施設整備を行うため、凍雪害に関した断続的、行政的な視野に立った判
断と経験が必要である。
社団法人雪センターは、積雪寒冷地域において、雪と寒さを克服し、安全で活力ある新し
い地域作りのための諸施策を講じ、河川、道路、住宅、下水道及び公園等の住宅・社会
資本整備の維持管理に関し、克雪、利雪及び親雪等の雪に関する総合的な調査・研究及
び技術開発並びに、情報の収集及び提供等に精通した技術者を豊富に保有しており、雪
害対策等を確実・迅速に発注者に提案することが可能である。これまでに積雪地域にお
いて、凍結予測、融雪剤散布の効率化調査等の業務を履行しており、路面凍結対策に関
し行政的視野に立った判断能力と経験を有する唯一の公益法人である。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

2810 東京電力（株）
交通安全施設等整備事業（植
下）　物件移転料

久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年05月02日 5,537,541

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2811 東京電力（株） 栃木４号国道改築　物件移転料
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年07月08日 1,430,200

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2812 東京電力（株） 栃木４号国道改築　物件移転料
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年08月01日 1,043,590

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2813 東京電力（株） 栃木４号国道改築　物件移転料
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年08月01日 2,551,651

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2814 東京電力（株） 電気料（４月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年05月02日 1,621,831

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2815 東京電力（株） 電気料（４月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年05月16日 3,451,813

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2816 東京電力（株） 電気料（５月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年05月31日 1,381,006

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2817 東京電力（株） 電気料（５月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年06月13日 2,067,634

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2818 東京電力（株） 電気料（５月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年06月21日 1,185,220

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2819 東京電力（株） 電気料（６月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年06月21日 1,711,041

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2820 東京電力（株） 電気料（６月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年07月11日 3,443,131

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2821 東京電力（株） 電気料（７月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年07月26日 1,527,785

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2822 東京電力（株） 電気料（７月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年08月09日 2,383,110

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)
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2823 東京電力（株） 電気料（７月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年08月17日 1,207,213

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2824 東京電力（株） 電気料（８月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年08月30日 2,234,942

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2825 東京電力（株） 電気料（８月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年09月13日 2,276,010

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2826 東京電力（株） 電気料（８月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年09月16日 1,149,429

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2827 東京電力（株） 電気料（９月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年09月28日 2,410,386

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2828 東京電力（株） 電気料（９月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年10月12日 2,795,161

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2829 東京電力（株） 電気料（９月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年10月18日 1,057,111

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2830 東京電力（株） 電気料（１０月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年11月02日 1,965,560

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2831 東京電力（株） 電気料（１０月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年11月10日 1,421,561

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2832 東京電力（株） 電気料（１０月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年11月16日 1,888,269

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2833 東京電力（株） 電気料（１１月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年11月30日 1,377,254

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2834 東京電力（株） 電気料（１１月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年12月07日 1,317,115

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2835 東京電力（株） 電気料（１１月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年12月15日 2,863,623

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2836 東京電力（株） 電気料（１２月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年12月27日 1,744,359

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2837 東京電力（株） 電気料（１２月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2006年01月05日 1,526,327

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2838 東京電力（株） 電気料（１２月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2006年01月20日 1,930,495

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2839 東京電力（株）
一般国道４号古河（下り）電線共
同溝工事に伴う移設補償費

久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2005年12月22日 5,576,900

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2840 東京電力（株） 電気料（１月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2006年01月26日 1,814,443

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2841 東京電力（株） 電気料（１月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2006年02月08日 4,159,301

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2842 東京電力（株） 電気料（２月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2006年02月22日 2,090,417

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)
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2843 東京電力（株）
一般国道４号小金井電線共同溝
工事に伴う移設補償費

久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2006年02月17日 8,597,427

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2844 東京電力（株）
一般国道４号神鳥谷～八幡町電
線共同溝工事に伴う移設補償費

久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2006年02月17日 3,301,831

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2845 東京電力（株）
一般国道４号小山電線共同溝そ
の４・その６工事に伴う移設補償
費

久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2006年02月17日 4,292,482

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2846 東京電力（株）
一般国道４号宮本町電線共同溝
その１工事に伴う移設補償費

久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2006年02月17日 7,720,531

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2847 東京電力（株） 電気料（２月分）
久保田勉　宇都宮国道事務所　栃木県
宇都宮市平松町５０４

2006年03月08日 2,552,045

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2848 （財）河川情報センター Ｈ１７日光河川情報提供業務
田井中治　日光砂防事務所　栃木県日
光市萩垣面２３９０

2005年04月01日 3,780,000

自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理を行えるようにするために
は、シナリオのない状況の中で臨機の判断等の対処能力を向上させるための訓練が不
可欠である。ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプレーヤーに分
かれ、コントローラーから付与される状況に応じてシナリオを知らされていないプレーヤー
がその場で判断し行動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法であ
る。当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について著作権を有している。ま
た、災害対応について、経験と代替性のない特定の知識等を有する演習実施組織を擁す
る唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

その他のもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

2849 （財）建設技術研究所
Ｈ１７大谷川合流部水理模型実
験検討業務

田井中治　日光砂防事務所　栃木県日
光市萩垣面２３９０

2005年12月19日 15,960,000

本業務は、日光砂防事務所管内の大谷川と鬼怒川の合流点における問題点の把握と、
計画砂防施設の効果の確認を水理模型実験により行うことを目的とする。本業務の履行
にあたっては、合流点に関する調査・研究・実験の実績を有し、複雑な土砂移動現象に関
する問題の把握と原因の解明、並びにそれらの問題点を解消するための砂防施設計画
の立案に関して広範囲な知識と経験、並びに高度な知見を有することが必要である。さら
に、当該流域に精通し、実験における流砂量計測等を効率的に行うことの出来る技術を
有していることが重要である。　上記法人は、合流点における土砂水理現象を対象とし
た、特殊で高度な水理模型実験と実験による砂防施設配置計画の検討に関して豊富な
経験と高度な技術を有しているのみならず、今回の対象箇所である大谷川における上流
部での水理模型実験を実施しており、当該流域に精通している。　また、鬼怒川と大谷川
合流点を計画する上で、大谷川から土砂供給の時間的変化に応じた正確な流砂量計測
が要求されるが、これを実施するための流砂量計測技術（ハイドロフォン）を有している唯
一の機関である。　さらに上記財団は、学識経験者、並びに専門家による「砂防水理模型
実験検討委員会」（委員長：東京農工大学 石川芳治教授）を常設しており、適切な実験方
法並びに結果の評価等を実施することが可能である。　よって、会計法第29条の3第4項
及び予算決算令102条の４第3号の規定により、上記法人と随意契約を実施するものとす
る。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

2850
（財）砂防フロンティア整備
推進機構

Ｈ１７稲荷川歴史的砂防施設の
活用・景観形成検討業務

田井中治　日光砂防事務所　栃木県日
光市萩垣面２３９０

2005年08月26日 49,455,000

当該業務は、稲荷川流域における登録有形文化財等歴史的砂防施設について、砂防計
画上必要とされる砂防設備の機能維持・保全と、管理瑕疵とならないよう公物として具備
すべき安全性の確保とともに景観法を踏まえた整備について手引きを策定するものであ
る。当該業務を遂行するにあたっては、稲荷川流域における歴史的砂防施設に係る専門
的知識とともに、①空石積み等の歴史的砂防施設に関する代替性のないデータベース、
②歴史的砂防施設に係る調査、保全、修復技術等に関する高度の専門性、並びに③中
立性・公平性等、景観法を踏まえた検討が必要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第
４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2851
（財）砂防フロンティア整備
推進機構

Ｈ１７砂防情報管理手法検討業
務

田井中治　日光砂防事務所　栃木県日
光市萩垣面２３９０

2006年01月30日 9,240,000

当該業務は日光砂防事務所管内において、適切かつ効果的に砂防行政を執行するため
に必要となる、法指定区域、設備、その他防災関連情報を砂防ＧＩＳを用いて管理するた
めの要領及び実施マニュアル素案作成のための検討を行うものである。当該業務を遂行
するにあたっては、①全国の砂防関連情報の適切な管理と有効活用を支援することを目
的として開発された砂防情報管理システム（特許出願中）のビジネスモデルの使用ととも
に、②国土交通省砂防部が策定した「砂防ＧＩＳの整備方針（案）」（（Ｈ１７．９）の策定に携
わるなど高度な知識と情報、並びに③中立性・公平性等が必要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第
４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2852 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７日光砂防現場技術業務委
託

田井中治　日光砂防事務所　栃木県日
光市萩垣面２３９０

2005年04月01日 76,125,000

本業務は、工事の適正な履行を確保するために必要な監督補助業務であり、工事監督
技術基準に基づき、工程管理、施工管理、出来型管理等の状況を把握するものである。
本業務において土木技術に関する知識と豊富な経験を有することは元より、中立性と守
秘義務が求められるものである。上記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、国土の発
展に寄与することを目的として設立された公益法人である。又、本業務の目的を達成する
ための技術研究会及び講習会を定期的に実施することにより守秘義務や技術業務に関
する高度な知識を得た技術者を育成し多数有している。このような技術業務の中立性と
守秘義務が必要であり、経験と技術の知見のある本業務を履行出来るのは同法人をお
いてはない。よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算令102条の４第3号の規定によ
り、上記法人と随意契約を実施するものとする。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2853 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７日光砂防管内巡視業務委
託

田井中治　日光砂防事務所　栃木県日
光市萩垣面２３９０

2005年04月01日 14,700,000

本業務は、日光砂防事務所が所管する直轄砂防施設及び砂防指定地の適正な管理を行
うための状況把握であり、砂防設備等巡視要領に基づく、砂防施設や周辺の維持管理状
況、砂防指定地内の不法行為の有無等を把握するための巡視業務である。本業務にお
いては、沿川住民との対応が不可欠であり、その対応は中立公平と守秘義務が求められ
る。このため、本業務の実施において、土木技術は元より砂防法や河川法の知識と建設
行政等に関する豊富な知識を有することが必要不可欠である。
　上記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、国土の健全な発展に寄与することを目的
として設立された公益法人である。本業務の所期の目的を達成するために必要な技術研
究会及び講習会を定期的に実施することにより、巡視員としての守秘義務や住民対応の
教育を行い、砂防法・河川法を熟知した土木技術員を育成し多数有している。
　このような中立公平と守秘義務が求められ、行政の知見と技術の経験を必要とする本
業務を履行できるのは同法人をおいてはない。
　よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算令102条の４第3号の規定により、上記法
人と随意契約を実施するものとする。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2854 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７日光調査計画資料作成業
務委託

田井中治　日光砂防事務所　栃木県日
光市萩垣面２３９０

2005年04月01日 12,600,000

本業務は、日光砂防事務所管内における事業実施のための調査計画に関する積算業務
及び行政行為に必要な資料の作成に係わる補助的業務を実施するものである。本業務
の遂行に当たっては、高度な守秘義務及び中立性・公平性が求められる。社団法人関東
建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを
目的に設立された法人であり、建設事業に関する業務の受託事業を実施するなど機密保
持について実績を有し、中立・公平な公益法人である。以上の観点から判断して、本業務
を履行するための条件を満たす唯一の業者である社団法人関東建設弘済会に業務を行
わせることが も適当である。よって会計法第２９条の３第４項及び予算決算令第１０２条
の４第３号の規定により、上記指名業者と随意契約を実施するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2855 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７藤原出張所清掃及び賄業
務委託

田井中治　日光砂防事務所　栃木県日
光市萩垣面２３９０

2005年04月01日 2,835,000

  本業務は、藤原出張所における庁舎等の清掃及び賄業務である。本出張所は、山間部
の交通不便地にあり、周辺に同業務を行う業者がいないため良質な職員の確保ができな
い。
　また、業務の性質上、信頼がおけることはもとより、業務の過程で知り得た情報の守秘
義務を厳守できる業者でなければならず、更に業務の内容に精通している業者でなけれ
ばならない。
　上記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、国土の発展に寄与することを目的として
設立された公益法人であり、設立当初より建設事業等に関する業務を数多く受託してい
る。清掃賄い業務についても優秀な人材を揃え業務における豊富な経験と、多くの実績を
有している。
　本業務を履行するにあたり、信頼と守秘義務の遵守及び優秀な人材、業務における豊
富な経験と、実績のある業者は同法人をおいて他にない。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定
に基づきと随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2856 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７日光用地補償技術業務委
託

田井中治　日光砂防事務所　栃木県日
光市萩垣面２３９０

2005年04月01日 13,429,500

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補
助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高
い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠
なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）
で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場
はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保でき
る公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2857 （財）河川環境管理財団
渡良瀬川環境整備計画検討業
務

竹内清文　渡良瀬川河川事務所　栃木
県足利市田中町６６１－３

2005年08月26日 26,880,000

本業務の実施に当たっては、当財団がこれまでの研究並びにモデル河川での実践の中
で蓄積してきた当財団が唯一所有する7０項目以上に及ぶ全国主要河川の「河川環境管
理に関する河道情報データベース」を活用し、他河川の事例・課題解決事例を参考にしな
がら計画作りを実施することが必要。また、本業務の実施に当たっては、河道管理に関す
る豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専
門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平な検討が必要。従って当該
業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。　（会計法第２９条の３第４項予決令第
１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2858 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
竹内清文　渡良瀬川河川事務所　栃木
県足利市田中町６６１－３

2005年04月01日 3,780,000

　本件は、迅速かつ万全な河川管理体制に資する事を目的として、解りやすく処理・加工
された広域の雨量、水位、流量、気象、その他河川流域に関する情報等の提供を受ける
ものである。
　上記目的を達成するためには、それらに関する情報を迅速かつ正確に、そして如何なる
場合においても提供できることが必要条件であるが、このような業務を行っているのは、
上記法人のみである。
　このため、会計法第２９条の３第４項並びに予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、上記法人と随意契約を締結するものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

2859 （財）河川情報センター
Ｈ１７渡良瀬川危機管理行動計
画検討業務

竹内清文　渡良瀬川河川事務所　栃木
県足利市田中町６６１－３

2006年01月11日 11,550,000

自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理を行えるようにするために
は、シナリオのない状況の中で臨機の判断等の対処能力を向上させるための訓練が不
可欠である。ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプレーヤーに分
かれ、コントローラーから付与される状況に応じてシナリオを知らされていないプレーヤー
がその場で判断し行動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法であ
る。当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について著作権を有している。ま
た、災害対応について、経験と代替性のない特定の知識等を有する演習実施組織を擁す
る唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの

①一般競争入札等に移行するた
めの準備に時間を要するもの
(5,756千円、Ｈ１９年度以降に一
般競争入札に移行)
②随意契約によらざるを得ない
もの(5,794千円)

2860 （財）土木研究センター
渡良瀬川河道形成要因検討業
務

竹内清文　渡良瀬川河川事務所　栃木
県足利市田中町６６１－３

2005年09月22日 19,425,000

　本業務の遂行にあたっては、河道が形成された要因の解析手法、背後地の社会条件な
どを指標化する解析手法など、充分に確立されたとはいえない手法であることから、河岸
の耐侵食性、背後地の社会条件及び洪水外力の観点から河岸強度を総合的に評価し、
河岸保護工の実施工に対応する計画及び設計手法に関する検討実績を有することが不
可欠である。
　上記法人は、土木に関する調査、試験及び研究の促進に努めるとともに、その成果の
普及並びに国際技術協力の推進をはかり、もって国土建設事業の発展向上に寄与する
ことを目的に設立された公益法人であり、上記と同一の視点で行われた全国唯一のもの
である嘉瀬川の「川の個性及び自然環境に配慮した河岸保護工ガイドライン(案)」の検討
実績を有している。
　上記法人は、本業務を遂行する上で必要な要件を備えた唯一の公益法人である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定により、財団法
人土木研究センターと随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

2861 （財）日本気象協会 気象情報提供業務
竹内清文　渡良瀬川河川事務所　栃木
県足利市田中町６６１－３

2005年04月01日 3,885,000

　本件は、渡良瀬川河川事務所内において、天気図、台風情報、降雨予測等の気象に関
する情報を入手し、今後の洪水予測等に活用するものであるが、このような情報のサービ
ス業務を行っているのは上記法人のみであり、かつ、上記法人は業務実績及び高度な知
識と技術力があること等からその成果に対する信頼性が極めて高いものがある。
　このため、会計法第２９条の３第４項並びに予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、上記法人と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2862 （社）関東建設弘済会
足尾砂防出張所庁舎等維持管
理業務

竹内清文　渡良瀬川河川事務所　栃木
県足利市田中町６６１－３

2005年04月01日 2,835,000

　当出張所は、山間僻地に所在し工事監督、外部対応、災害対応及び体験植樹等の受
け入れ業務を実施しており、これらの業務が輻輳していることから、日常の庁舎内清掃、
給食及び不在時の外部対応等業務の維持管理に支障をきたしている。
　これらの業務を委託することで事業の適性・円滑な執行を図るものである。
　業務履行にあたっては、当出張所は山間僻地に所在し、近隣に業務を適正に実施でき
る経験豊富な業者がいない。
　社団法人関東建設弘済会は、建設行政の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に
奇与することを目的に設立された公益公人であり、建設行政全般に渡って深い知識並び
に豊富な業務経験及び人材を有し、過去においても多くの実績がある。守秘義務等確実
な業務履行に対する信頼性が高く、これら多種の業務を総合的に実施できる唯一の法人
である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定により、上記法
人と下記法令により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2863 （社）関東建設弘済会 Ｈ１７現場技術業務委託
竹内清文　渡良瀬川河川事務所　栃木
県足利市田中町６６１－３

2005年04月01日 87,675,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通
じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は
法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この
業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2864 （社）関東建設弘済会 Ｈ１７河川情況把握業務委託
竹内清文　渡良瀬川河川事務所　栃木
県足利市田中町６６１－３

2005年04月01日 2,625,000

　本業務の実施においては、豊富な河川管理の経験を有していること及び河川管理施設
等の点検及び被災状況等の河川情況把握に実務経験を有していることが不可欠である。
　上記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを
目的に設立された公益法人であり、河川管理施設等の点検及び被災状況等について、
豊富な知識を有する多くの職員を有している。さらに同法人は、常日頃においても積極的
に水利・気象に係わる情報等の把握に努めており、本業務の目的である出水時等におけ
る情報収集はもとより、業務を適格に行うため情況把握方法の研修や現地における総合
実地訓練を行うなど、河川情況把握に関する高度な知識と経験をもった技術者を多数有
している。
　本業務の履行にあたっては、河川管理の確かな経験と河川技術の知見のある同法人を
おいてはない。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、社団法人
関東建設弘済会と随意契約を実施するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2865 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７河川巡視及び砂防設備等
巡視業務委託

竹内清文　渡良瀬川河川事務所　栃木
県足利市田中町６６１－３

2005年04月01日 36,750,000

　本業務の実施においては、河川法や砂防法及び建設行政等に関する知識と、豊かな河
川管理や砂防事業に関する経験を有することが不可欠である。
　上記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを
目的に設立された公益法人であり、河川法や砂防法及び建設行政等に関する知識と、豊
かな河川管理及び砂防事業に関する経験を有した多くの職員を擁している。
　また、本業務の所期目的達成のために、河川巡視員研修の実施や「河川巡視の心得」
を作成するなど、河川巡視員の技術向上に努めている。また、河川巡視業務を経験して
いる職員が多数要していることはもとより、河川巡視に関する高度な知識をもった技術者
を多数有している。更に、近隣での砂防設備等巡視については、唯一、巡視の実績を有
する団体である。
　本業務の履行にあたっては、このような河川行政の経験と河川砂防技術の知見のある
同法人をおいてはない。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、社団法人
関東建設弘済会と随意契約を実施するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2866 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７渡良瀬川砂防関係資料作
成業務委託

竹内清文　渡良瀬川河川事務所　栃木
県足利市田中町６６１－３

2005年10月31日 2,100,000

　 業務の遂行にあたり関係法令、諸基準等に精通していることはもとより地元協議資料
及び砂防指定地関係資料の作成等、個人情報を多数含む書類を取扱うことから高い信
頼性と厳格な秘密保持が要求される業務である。
  社団法人関東建設弘済会は建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に
寄与することを目的に設立された法人であり建設事業に関する業務に精通し、信頼性、
秘密保持等の諸条件を満足し本業務を実施するために必要な実施体制を備えている唯
一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算令第１０２条４第３号の規定により、上記
法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2867 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７渡良瀬川河川事務所積算
補助業務委託（第１四半期）

竹内清文　渡良瀬川河川事務所　栃木
県足利市田中町６６１－３

2005年08月01日 9,643,299

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2868 （独）水資源機構
平成１７年度草木ダムダム湖活
用環境整備事業

竹内清文　渡良瀬川河川事務所　栃木
県足利市田中町６６１－３

2005年06月23日 36,400,000

委託契約による

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

2869 （独）水資源機構
平成１７年度草木ダム水環境改
善事業

竹内清文　渡良瀬川河川事務所　栃木
県足利市田中町６６１－３

2005年04月15日 22,000,000

本事業は、水資源機構が保有管理する施設（ダム堤体など）への追加設備、ダムコンの
改造などを行うものであり、当該ダムの管理運用に直接関わるものである。契約相手は、
施設を保有管理する水資源機構しかない。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2870 東京電力（株） 物件移転料
竹内清文　渡良瀬川河川事務所　栃木
県足利市田中町６６１－３

2005年06月16日 2,686,480

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2871 東京電力（株） 物件移転料
竹内清文　渡良瀬川河川事務所　栃木
県足利市田中町６６１－３

2005年10月24日 4,135,952

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2872 東京電力（株）
渡良瀬川河川事務所　８月分電
気料

竹内清文　渡良瀬川河川事務所　栃木
県足利市田中町６６１－３

2005年09月13日 1,026,661

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2873 東京電力（株）
渡良瀬川河川事務所　９月分電
気料

竹内清文　渡良瀬川河川事務所　栃木
県足利市田中町６６１－３

2005年10月11日 1,044,570

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2874 東京電力（株） １０月分電気料
竹内清文　渡良瀬川河川事務所　栃木
県足利市田中町６６１－３

2005年10月31日 1,057,030

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2875 東京電力（株） １１月分電気料
竹内清文　渡良瀬川河川事務所　栃木
県足利市田中町６６１－３

2005年12月19日 1,240,992

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2876 東京電力（株） １２月分電気料
竹内清文　渡良瀬川河川事務所　栃木
県足利市田中町６６１－３

2006年01月04日 1,175,908

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2877 （財）ダム技術センター
平成１７年度湯西川ダム基本設
計総合検討業務

笛田俊治　湯西川ダム工事事務所　栃木
県塩谷郡栗山村大字西川１６４

2005年05月19日 27,300,000

   ダム事業におけるコスト構造改革推進の一環としてダムの設計・施工方法の見直しを
行う本業務は、ダムの設計・施工に係る高度な技術力とダム事業に係る豊富な行政経験
のみならず、全国のダムにおけるコスト縮減事例等に関するデータベースの活用が不可
欠であるが、これらを有するのは当法人しかない。また、様々な技術開発動向等を踏まえ
た特定業者の視点によらない中立的、公平的かつ行政的な立場で業務遂行が求められ
ている。これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第29条の3第4項、予
決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2878
（財）ダム水源地環境整備
センター

平成１７年度湯西川ダム生態系
保全検討業務

笛田俊治　湯西川ダム工事事務所　栃木
県塩谷郡栗山村大字西川１６４

2005年05月19日 40,950,000

大気環境の影響検討にあたっては、工事 盛期の工事量と粉じん・騒音等の発生量を効
率的に推定する必要があるため、ダム型式・規模別工事量ＤＢや大気環境ＤＢを利用す
ることが必要不可欠である。ＷＥＣが保有するこれらのＤＢは、長期間にわたる調査・研究
の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるもの
である。
水環境の影響検討にあたっては、将来の流域負荷を推定した上で、貯水池内の水質を予
測する必要がある。このためには、経年的水質ＤＢやダム諸量ＤＢ等を利用し、既設ダム
の諸元や流入量・放流量、流入水質・放流水質を入力条件として、既設のダムにおいて
予測モデルを検証した上でパラメータを設定し、貯水池内水質シミュレーションを実施する
ことが必要不可欠である。ＷＥＣが保有する水質計算プログラムは、著作権法に基づき登
録された唯一のプログラムであり、また、ＷＥＣが保有するこれらのＤＢについては、長期
間にわたる調査・研究の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で
唯一信頼のおけるものである。
動植物、生態系等の影響検討にあたっては、事業区域及びその周辺に生息する生物の
生息環境を推定し、事業による改変区域を重ね合わせることにより、事業の影響を予測
することが必要であるため、河川水辺の国勢調査［ダム湖版］ＤＢを利用することが必要
不可欠である。ＷＥＣが保有する当該ＤＢは、長期間にわたる調査・研究の実績の中から
構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるものである。
さらに、総合的な評価を行うには、高度な知識及び 新の情報を関係する学識経験者等
の協力のもとに蓄積していく必要があるとともに、全国的な広範な知見のもとに、統一的
に、行政上の政策検討として中立かつ公平な立場から実施する必要がある。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由か
ら本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０
２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2879 （社）関東建設弘済会
平成１７年度湯西川ダム厚生福
祉業務委託

笛田俊治　湯西川ダム工事事務所　栃木
県塩谷郡栗山村大字西川１６４

2005年04月01日 14,049,000

   業務の遂行にあたっては国有財産の維持管理方法を熟知し、かつ、信頼性を有してい
ることが必要不可欠である。 また、事務所本所は山間僻地に位置していることから、人材
の確保及び豊富な経験が必要である。 上記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、国
土開発の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であること、本業務の実施に
必要な豊富な経験と専門知識を有する優れた職員を多数擁していること、また過去にお
いても同様な業務を多数実施していることから、本業務の目的達成において万全を期す
ことができる上記法人と随意契約を行うものである。よって、会計法第２９条の３第４項及
び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2880 （社）関東建設弘済会
平成１７年度湯西川ダム行政文
書作成補助等業務委託

笛田俊治　湯西川ダム工事事務所　栃木
県塩谷郡栗山村大字西川１６４

2005年04月01日 11,665,500

   業務の遂行にあたっては行政文書の作成及びその取扱いに熟知していること、ダム行
政に関する広い知識と経験を有することが必要である。　さらに行政文書の整理にあたっ
ては、文書庫に保存されているすべての行政文書を取り扱うことから、これらの情報につ
いての機密の保持が確保できることが必要である。 よって、国土交通行政に精通した人
材を有すること、かつ、過去の業務実績及び業務遂行の誠実性を勘案する必要がある。
上記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与することを目的に設
立された公益法人であること、本業務の実施に必要な行政事務に関する豊富な経験と専
門知識を有する優れた職員を多数擁していること、また過去においても同様な業務を多
数実施していることから、本業務の目的達成において万全を期すことができる上記法人と
随意契約を行うものである。  よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2881 （社）関東建設弘済会
平成１７年度湯西川ダム工事事
務所積算補助業務委託

笛田俊治　湯西川ダム工事事務所　栃木
県塩谷郡栗山村大字西川１６４

2006年03月06日 3,422,475

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2882 （社）関東建設弘済会
平成１７年度湯西川ダム工事事
務所用地補償技術業務委託

笛田俊治　湯西川ダム工事事務所　栃木
県塩谷郡栗山村大字西川１６４

2005年04月01日 63,315,000

本業務は、以下の業務を行うものとする。
 （１）登記、戸籍、住民票の記載事項を精査し、権利者の特定が完全か審査する業務
 （２）非木造建物補償料、営業補償等の非定型的な算定業務
 （３）標準地価格からの評価、残地補償料等の算定業務
 （４）各種書類が補償基準に適合し、完全に調整されているか審査する業務
 （５）補償内容の説明等に係る主務的な業務
 （６）契約に立ち会い、関係者に対する税務、支払い等の説明をするなど主務的な業務
 （７）複雑な相続を伴う登記の権利者の調整などの業務
 （８）その他関係資料の作成、関係機関との連絡・調整等の専門的知識・経験に基づき処
理する業務

  上記の業務を全般にわたって遂行するには、第一に秘密保持が重要であり、なおかつ
用地補償業務処理に必要な補償基準等に充分熟知することが必要である。
　また、上記の用地補償業務を適正に処理するに当たっては、用地補償業務全般にわ
たって、総合的に豊富な経験や専門的な知識及び充分な処理能力が必要である、極めて
特殊な業務である。
  社団法人関東建設弘済会は、建設事業に関する用地補償業務の受託を業務として、こ
れまでも良好な補償技術業務を行ってきており、用地補償業務全般にわたって、補償コン
サルタントにない豊富な経験や専門的な知識及び充分な処理能力を有していると判断出
来るものであり、平成１６年度に実施した用地補償技術業務における参照した情報や経
緯、必匿すべき情報、関係者の事情等の詳細を熟知していることから、唯一の契約対象
である。
  よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規程により、社団法
人関東建設弘済会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2883 （社）関東建設弘済会
平成１７年度湯西川ダム監督補
助業務委託

笛田俊治　湯西川ダム工事事務所　栃木
県塩谷郡栗山村大字西川１６４

2005年04月01日 44,100,000

   業務履行にあたっては、土木技術に関する十分な知識と豊富な現場監督の経験、並び
に整備局が定める積算基準、共通仕様、監督基準等に精通した技術者が必要である。ま
た、現場で直接関与する工事関係書類等は積算及び工費算定の基礎資料であることか
ら、高度の機密保持が求められる。さらに、監督補助業務は、現場内の元請業者等と直
接対応することから、常に発注者の視点での公平な監督補助を行う必要があると伴に、
営利企業である請負者側と一線を画した中立的な立場及び行政を補完する立場で適切
かつ的確な対応が求められる。　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進
を図ることにより、地域社会並びに国土の健全な発展に寄与することを目的に設立され、
技術業務事業として現場技術(監督補助)業務を実施している。このため、公共工事を発
注の立場で総括管理した経験と現場状況に精通し、発注者の意向を確実・迅速に工事管
理に反映すると伴に的確な報告を行う経験と技術者を豊富に有しており、継続して監督
補助業務を履行している公益法人である。よって当該法人と、会計法第２９条の３第４項
及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約をするものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2884 （社）関東建設弘済会
平成１７年度湯西川ダム事業調
整資料作成業務委託

笛田俊治　湯西川ダム工事事務所　栃木
県塩谷郡栗山村大字西川１６４

2005年04月01日 14,700,000

　本業務では、ダム及び河川に関する調査・計画、自然公園や保安林に関する調査・計
画、都市計画及び造成計画の知識と行政的な経験があり、また、地元事情に通じて地元
関係者の生活の中での円滑な事業実施が図れる人材に事業調整資料作成業務を委託
するものである。（社）関東建設弘済会は建設事業に関する幅広い知識と行政的経験を
持ち、設計計画の秘密保持が確保できるなど、本業務の目的を的確に実施できる唯一の
契約対象である。よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2885 （独）土木研究所 湯西川ダム水理設計業務
笛田俊治　湯西川ダム工事事務所　栃木
県塩谷郡栗山村大字西川１６４

2005年10月04日 6,300,000

・技術基準を策定し根拠に精通しているとともに特定の者の利益とならない中立性・公
共性を備えている唯一の機関。
・全国を網羅してダム設計、水理実験及びダム完成後の実水理現象に関する普遍的な
データベースを構築・保有しており、個別ダムの水理現象解析、設計に当たって必要な
データベースを保有する唯一の機関。 見直しの余地があるもの

一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

2886 東京電力（株） 電気工作物移設補償費
笛田俊治　湯西川ダム工事事務所　栃木
県塩谷郡栗山村大字西川１６４

2005年08月15日 2,579,340

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2887
（財）リバーフロント整備セン
ター

烏・神流川水辺空間整備・保全
検討業務

村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年05月31日 27,720,000

本業務は、烏・神流川の水辺空間整備、保全計画の策定を行うものである。検討にあたっ
ては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、河川生態について全国の情報を
保有し、そのデータから河道特性と河川生態についての関係を体系的に整理したデータ
を保有している必要があるが、そのようなデータを有しているのは当法人が唯一である。
また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満たす
のは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2888 （財）河川環境管理財団
烏・神流川環境整備計画検討業
務

村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年09月05日 22,365,000

本業務の実施に当たっては、当財団がこれまでの研究並びにモデル河川での実践の中
で蓄積してきた当財団が唯一所有する7０項目以上に及ぶ全国主要河川の「河川環境管
理に関する河道情報データベース」を活用し、他河川の事例・課題解決事例を参考にしな
がら計画作りを実施することが必要。また、本業務の実施に当たっては、河道管理に関す
る豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専
門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平な検討が必要。従って当該
業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項予決令第１
０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2889 （財）河川情報センター 平成１７年度河川情報提供業務
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年04月01日 1,260,000

本業務の遂行にあたっては、河川・流域情報に関する高度な知識・経験を有し、全国の地
方整備局等及び都道府県が観測している水文データを収集・処理して、これを一元的な
河川情報として提供できることが必要である。
　財団法人河川情報センターは、河川及びその流域に関する河川・流域情報の収集、処
理・加工、解析、保管及び提供に関する調査研究及び技術開発を行うことにより、情報管
理及び情報提供の手法を確立し、その成果を広く国、地方公共団体その他の防災関係
機関及び国民社会に提供するとともに、その活用の促進を図り、もって水災害による被害
の軽減及び危機管理並びに河川の適正な管理及び利用の増進に資することを目的に設
立され、河川・流域情報システムの高度な知識と技術はもとより、豊富な経験を有し、これ
ら情報提供を確保した責任ある業務を遂行できることから、本業務を遂行するに必要な要
件を備えた契約対象機関であるため。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第102条の４第３号）

その他のもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

2890 （財）海洋架橋・橋梁調査会 Ｈ１７管内橋梁点検検査他業務
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年05月20日 18,322,500

　本業務は、当事務所で管理している約２５０橋の橋梁の延命化を図るため、損傷状　況
を点検や検査により正確に把握し、社会的要請に対応した適切且つ効率的な橋梁管　理
を行うことを目的に、各種橋梁点検計画（案）の策定、橋梁点検者に対する教育・　指導、
対策区分の判定等の検査や補修・補強方法の提案を行うとともに、これらの記　録を一元
的に管理する橋梁管理カルテの作成等を行うものである。
　　本業務の遂行にあたっては、道路橋の調査、設計、施工、点検手法・検査技術、補
修・補強方法等、橋梁に関する総合的かつ高度な知識と豊富な経験を有していること　が
必要である。また、検査に際しては、補修等の時期を判定することから、橋梁に関　する
技術的知見に加えて行政的知見も必要であり、公平中立の立場の者が行う必要が　あ
る。
　　（財）海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境　そ
の他の問題についての調査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図　る
ことによって国民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを目的とした公益法　人で
ある。さらに昨年度は「管内橋梁検査他業務」に携わるなど道路橋に係わる調査　・管理
業務の高度な知識・技術・情報と豊富な経験を有しており、本業務を遂行する　に必要な
要件を備えた契約対象機関である。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第102条の４第３号）

問題があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

2891 （財）海洋架橋・橋梁調査会
Ｈ１７上佐野高架橋鋼製橋脚調
査補修検討業務

村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年09月05日 24,150,000

本業務の遂行にあたっては、鋼製橋脚の疲労損傷という特殊な現象について、その調査
及び補修補強工法の検討を行うものであり、道路橋に関する高度な知識・技術と豊富な
経験を有していることが必要である。
財団法人　海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境
その他の問題についての調査研究、知識の普及、技術の指導等を行い、橋梁事業の円
滑な発展を図ることによって国民経済の発達と国民生活の向上に寄与するすることを目
的とした公益法人である。また、「道路橋マネジメントの手引き」の取りまとめや点検結果
の評価等行政的見地に立った道路橋に関する高度な知識・技術と豊富な経験を有してお
り、本業務の遂行に必要な要件を備えた契約対象機関である。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第102条の４第３号）

問題があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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2892 （財）計量計画研究所 十石道路検討業務
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年05月12日 14,490,000

本業務の遂行にあたっては、ＰＩに関する高度な知識と経験を有し、諸外国及び国内のＰＩ
に関する知識等に精通・熟知しているとともに、本計画のＰＩ活動についての進め方、今後
のＰＩ計画の検討について関係機関との調整結果を受けて柔軟に実施できることが必要で
ある。
　財団法人計量計画研究所は、我が国及び諸外国の政治、経済、社会事象の数量的な
研究を行い、我が国諸官庁を始め、諸企業の合理的政策決定及び科学的計画に関する
知識普及に寄与することを目的に設立され、これまでにも実務者を対象としたＰＩトレーニ
ングの実施や米国のＰＩ専門家とＰＩに関する相互研修を行うなど、ＰＩに関する高度な知識
と経験を有している。
　さらに、同法人は平成１６年度に「十石道路検討業務」で本路線のＰＩ活動に関し、住民
から意見を聞くとともに関係機関からなる検討委員会を運営し、ＰＩ活動に関する業務を行
うなどの実績を有することから本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関で
あるため。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第102条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

2893 （財）計量計画研究所
群馬県及びその周辺地域におけ
るシーニックバイウェイ等検討業
務

村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年10月18日 44,415,000

本業務の遂行にあたっては、海外における各種道路施策（例：米国におけるシーニックバ
イウェイ制度等）に関する豊富な知識を有しているとともに、新たな施策の導入に向けた
調査・分析研究に関する高度な知識と豊富な経験を有している必要がある。
　財団法人計量計画研究所は、我が国及び諸外国の政治、経済、社会現象の数量的な
調査研究を行い、我が国諸官庁を始め諸企業の合理的政策決定及び科学的計画に関す
る知識の普及に寄与することを目的として設立された公益法人であり、これまでにも、米
国の専門家や行政機関との意見交換や制度に関する資料収集等を行うなど、米国の道
路施策・制度に関する豊富な知識を有している。
　また、国内において事例の少ない大規模幹線道路におけるＰＩ手法の仕組み作り等につ
いて検討を行うなど、新たな視点に立った道路計画のあり方等を政策的かつ実証的に調
査検討するうえでの高度な知識と豊富な経験を有していることから、本業務を遂行するに
必要な要件を備えた契約対象機関であるため。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及
び会計令第102条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

2894 （財）国土技術研究センター
コミュニケーション型国土行政に
関する計画検討業務

村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年07月28日 22,785,000

本業務の遂行にあたっては、地域づくりや社会資本マネジメントにおける行政とＮＰＯの連
携および、行政ＰＲに関する高度な知識・経験を有しているとともに、過年度に検討した行
政ＰＲの手法等の内容や有識者で構成される協議会での調整経緯等について詳細に熟
知している必要がある。
　財団法人国土技術研究センターは、わが国における建設技術発展の支柱となり、国と
社会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合的、かつ、効果的に行うととも
に、あたらしい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、国民の
福祉の向上を図ることを目的としており、国土交通省におけるＮＰＯとの連携に関する考
え方等について調査・検討を実施している。また国土交通省における効果的な情報提供
の手法について調査・検討を実施するなど、ＮＰＯとの連携や効果的な行政ＰＲ等につい
て高度な知識と豊富な経験を有している。さらに、同法人は平成１６年度にも本業務の基
礎となる「コミュニケーション型国土行政検討業務」を実施し、行政ＰＲ手法の検討や、有
識者で構成される協議会の運営を行うなど本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約
対象機関であるため。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第102条の４第３
号）

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

2895 （財）国土技術研究センター
群馬県移動性向上プロジェクト及
び情報発信等検討業務

村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年10月25日 29,400,000

本業務の遂行にあたっては、道路事業の評価やアウトカム指標等の導入など新しい建設
技術や公共事業の必要性をわかりやすく説明するための高度な知識と経験を有している
とともに、国土交通省が進める「道路行政マネジメント」に関する幅広い知見が必要とされ
る。
財団法人国土技術研究センターは、国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査
研究を総合的かつ効果的に行うために、新しい建設技術に関する情報の収集、管理及び
提供を行い、建設技術に関する広報を実施して、建設技術の向上を図り、もって国民福祉
の向上に寄与することを目的として設立された財団法人である。また、「建設マネジメント
体系の研究」、「コミュニケーション型国土交通行政における行政広報手法に関する研究」
等の自主研究に取り組むなど、新しい道路行政マネジメントに関する高度な知識と豊富な
経験を有しているとともに、国土交通省道路局において実施している「道路計画に関する
新手法の研究」に参画しており、道路行政マネジメントに関する諸課題について熟知して
いることから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関であるため。（会計
法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第102条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
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契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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2896 （財）道路空間高度化機構 群馬県東西地域連携検討業務
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年10月06日 32,760,000

本業務の遂行にあたっては、近代化産業遺産を活用した地域連携を念頭に、道路休憩施
設を交通結節点とした連携などについて検討を行うことから、交通結節点における道路空
間の有効かつ高度な利用を図るための高度な知識と豊富な経験を有している必要があ
る。
　財団法人道路空間高度化機構は、道路と建築物等との立体的整備、道路とその沿道
の建築物等の一体的整備、道路空間等を活用した交通結節点等の整備、道路空間のバ
リアフリー化その他の道路空間の有効かつ高度な利用を図るための事業を推進するた
め、道路空間高度化事業に関する調査研究、技術の開発等道路空間高度化事業の推進
に資する事業を行うことにより、道路の整備及びこれと併せた良好な市街地形成並びに
安全・ 円滑な交通の確保を図るとともに、活力ある地域社会の創生等に貢献し、もって国
民生活の向上に寄与することを目的として設立された公益法人である。同法人は交通結
節点における道路空間の整備に関する検討を行うなど、道路空間の有効かつ高度な利
用を図るための高度な知識と豊富な経験を有しているとともに、県内全域に及ぶ交通体
系のあり方等の検討にあたり、中立・公平性が求められることから、本業務を遂行するに
必要な要件を備えた契約対象機関であるため。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及
び会計令第102条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

2897 （財）道路新産業開発機構 高度情報化に関する検討業務
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年04月01日 42,000,000

本業務の遂行にあたっては、地域情報ネットワークとＩＴＳ技術について高度な　知識と豊
富な経験と共に、行政的視野に立った中立公正な判断力を有していなければならない。
　また、過年度における「群馬地区情報ネット実施計画」、「群馬地域ＩＴＳアクションプラン」
の検討経緯や委員会の審議経緯等並びに「前橋地域バスロケーション　・プローブシステ
ム」の社会実験内容を熟知している必要がある。
　財団法人道路新産業開発機構は、道路に関する新しい産業分野について調査研究を
行うとともにその開発プログラムを策定すること等により、道路機能の健全な発展と道路
整備の拡充に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的と
して設立され、これまでにも関東地方整備局管内において、「多摩地区　ＩＴＳ事業検討業
務（平成１６年度）」等に携わるなど、ＩＴＳ技術に関する高度な知識と豊富な経験を有して
いる。
　さらに、同法人は本業務の基礎となる「高度情報化に関する計画策定業務」を平成１３
年度から継続的に携わっており、「群馬地区情報ネット実施計画」、「群馬地域ＩＴＳアクショ
ンプラン」等に関する検討経緯や検討内容及び、有識者で構成される委員会での審議経
緯等について詳細に熟知しており、本業務の遂行に必要な要件を備えた契約対象機関で
あるため。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第102条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

2898 （財）道路新産業開発機構
ＩＴＳを活用した特殊車両管理シ
ステム基本検討業務

村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年11月29日 24,265,500

本業務の遂行にあたっては、国土交通省で検討が進められているDSRC（狭域通信シス
テム）技術を活用したプローブ車載器の標準仕様及び、道路法の車両制限令や特殊車両
自動計測装置を熟知した上で、DSRC技術を活用することによる特殊車両管理の高度化
の具体化と課題・対策等の検討が必要であり、幅広い経験と高度な専門知識とともに中
立公平な立場からの検討が必要とされる。
財団法人道路新産業開発機構は、道路に関する新しい産業分野についての調査研究を
行うとともにその開発プログラムを策定すること等により、道路機能の健全な発展と道路
整備の拡充に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的と
して設立された公益法人である。また、同法人はDSRCに関する仕様、規格の策定や
DSRC技術の活用に関する研究に取り組むとともに「DSRC普及推進検討会」の事務局と
なっており、これらの施策展開、DSRC技術及び特殊車両自動計測装置に関する高度な
知識と豊富な経験を有していることから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約
対象機関であるため。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第102条の４第３
号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

2899 （財）道路新産業開発機構
駒寄ＰＡスマートＩＣ社会実験調査
検討業務

村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年04月01日 26,775,000

本業務の遂行にあたっては、ＩＴＳ技術について高度な知識と豊富な経験、ＥＴＣ機器に関
する技術的内容、スマートＩＣの考え方や運用方法などの幅広い知識、社会実験の運営お
よび評価に精通していることが必要である。
　財団法人道路新産業開発機構は、道路に関連する新しい産業分野についての調査研
究を行うとともにその開発プログラムを策定すること等により、道路機能の健全な発展と
道路整備の拡充に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目
的として設立され、平成１１年４月には「ＥＴＣ運用検討会」を開催し、ＥＴＣの導入支援を実
施して以来、今日まで継続してＥＴＣ関連の調査研究を実施している。
　なお、平成１６年度には「駒寄ＰＡスマートＩＣ社会実験調査検討業務」，「佐久平ＰＡス
マートＩＣ社会実験調査検討業務」等を実施し、スマートＩＣ社会実験に関する高度な知識と
豊富な経験を有している。
　さらに、同法人は財団法人道路システム高度化推進機構の設立を支援しており、ＥＴＣ
の導入および普及促進にも貢献するなど、ＥＴＣの活用に関して中心的役割を負う公正な
立場での行政的な知見を有していることから本業務を遂行するに必要な要件を備えた契
約対象機関であるため。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第102条の４
第３号）

その他のもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2900 （財）道路保全技術センター
Ｈ１７道路巡回支援システム保守
業務

村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年08月05日 1,344,000

本業務の遂行にあたっては、道路巡回業務に影響を与えない円滑な業務遂行が必要で
あり、そのサポート体制を確保するためには本システムのプログラムを含む技術的詳細
内容及び操作方法といったソフト・ハードの両面について熟知していることが必要不可欠
である。
  財団法人道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関す
る事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円
滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的に設立され、道路保全に関する情
報の収集整理・調査研究及びシステム開発整備を行っており、本システムを開発した者で
ある。また同法人は、本システムを用いた道路巡回業務の実運用に向けたシステム更新
を行うなど、本システムに精通し熟知していること及び関東地方整備局全体でも同業務を
実施していることから、本業務を遂行するのに必要な要件を備えた契約対象機関である。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第102条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

2901 （財）道路保全技術センター Ｈ１７道路施設管理検討業務
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年12月02日 19,530,000

本業務の遂行にあたっては、道路行政判断を伴う土木技術及び道路施設管理データ
ベース等に関する電子情報技術を同時に必要とする特殊な業務である為、実施にあたっ
ては道路管理者の視野に立った行政的な知識及び経験が必要不可欠である。
財団法人道路保全技術センターは、「道路保全の技術に関する調査・研究、技術開発、シ
ステム開発整備、技術指導、情報の収集整理及び提供を行うことにより効率的かつ合理
的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上
に寄与すること」を目的として設立された公益法人である。
　当法人は、道路施設等の管理に関する同種業務として舗装管理支援システムや橋梁保
全システムなどのシステム開発及びデータ整備を手がけるなど、道路行政判断に精通し
た土木技術者や道路施設管理データベース等に係る電子情報技術者を多数有するとと
もに、システム構成、管理運用方法、データ整備方法等を熟知しており、本業務の遂行に
必須の知識・技術・経験を有していることから本業務を遂行するのに必要な要件を備えた
契約対象機関であるため。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第102条の
４第３号）

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2902 （財）道路保全技術センター Ｈ１７路面下空洞調査業務
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年09月13日 47,670,000

本業務の遂行にあたっては、調査収集したデータを、これまで蓄積されたデータ情報を基
に総合的に解析し、路面下空洞の特定を行うという極めて高度な技術と経験を必要とし、
更に探査機器等を用いた調査・解析手法等の専門的な技術及び知識が必要不可欠であ
る。
　財団法人道路保全技術センターは、道路を取り巻く各種課題に対応し、道路の保全に
貢献するため設立され、「道路保全の技術に関する調査研究及び開発」、「道路保全に関
するシステムの開発整備」、道路保全技術者の育成などに取り組んでおり、路面下空洞
探査システムの開発にも携わっており、当該業務に不可欠な車両及び機器を用いた実用
的、効率的な調査・解析手法の確立とその運用基準の整備を行うなど道路保全技術に関
する先進的な知識及び経験を有している。また同財団は、空洞柱状図の写真撮影につい
ての特許を取得し、分析・診断等の技術を有しており、本業務を遂行するに必要な高度な
技術と経験を有する契約対象機関であるため。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及
び会計令第102条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

2903 （財）日本気象協会 Ｈ１７気象情報提供業務
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年04月01日 20,790,000

本業務の遂行にあたっては、気象に関する調査研究等に高度な知識経験を有し、気象の
観測・測定・解析や予測システムの構築に精通熟知している事が必要であり、また、長期
にわたるデータの蓄積と 新の気象データを使用して精度の高い気象予測等を迅速に行
える事が必要不可欠である。
　財団法人日本気象協会は、全国的に気象に関する観測、予測、調査及び研究並びにそ
の受託を業務としている機関であり、広域的なデータ収集の即時性、専門的な知識、高度
な予測技術及び経験を有しており、過年度におけるデータの蓄積がある事から、本業務
を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関であるため。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第102条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2904 （社）関東建設弘済会 技術管理資料等整理業務
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年04月01日 23,835,000

本業務の遂行にあたっては、河川、道路事業の幅広い知識と国土交通行政全般に精通
していることが必要であるとともに、本業務の遂行により知りうる個人情報等の保護を確
実に履行する必要がある。
　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に
寄与することを目的として設立され、技術管理資料等整理に必要となる高度な知識と豊
富な経験を有し、行政的視野に立った中立性、公正性を確保した責任ある業務を円滑に
遂行できることはもとより、国土交通行政にも精通しているため、本業務を遂行するのに
必要な要件を備えた契約対象機関であるため。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及
び会計令第102条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2905 （社）関東建設弘済会 道路管理技術補助業務委託
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年04月01日 59,325,000

本業務の遂行にあたっては、行政的視野に立った道路管理上の広範な知識と経験が必
要であるとともに、道路の維持管理に関する土木技術の知識と経験が必要であり、さらに
道路に関する申請受付や現場における住民対応等に適切な対応が必要である。
　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に
寄与することを目的に設立され、道路管理に必要なノウハウや高度な知識・技術と豊富な
経験を有し、行政的視野に立った中立性・公平性を確保した責任ある業務を円滑に遂行
できることはもとより、道路行政にも精通しているため、本業務を遂行するのに必要な要
件を備えた契約対象機関であるため。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第102条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2906 （社）関東建設弘済会 道路管理補助業務委託
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年04月01日 21,000,000

本業務の遂行にあたっては、行政的視野に立った道路管理上の高度な技術能力と経験
とともに、申請者等の対外的な対応が適切に行われる必要がある。
　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に
寄与することを目的として設立され、道路管理の高度な知識と豊富な経験を有し、行政的
視野に立った中立性、公正性を確保した責任ある業務を円滑に遂行できることはもとよ
り、これまでも同法人は道路管理補助の業務を実施してきた実績があることから、本業務
を遂行するのに必要な要件を備えた契約対象機関であるため。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第102条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2907 （社）関東建設弘済会 道路情報運用他業務委託
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年04月01日 67,725,000

本業務の遂行にあたっては、高崎河川国道事務所における道路管理関係業務全般に熟
知し、道路行政についても精通しているとともに新ダイナミックシステム等に関する機器操
作についても熟知している必要がある。
  また、緊急時の対応や道路利用者への対応には、行政的視野に立った中立性・公平性
が必要である。
  社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に
寄与することを目的に設立され、道路管理の高度な知識と技術はもとより、豊富な経験を
有し、行政的視野に立った中立性・公平性を確保した責任ある業務を遂行できることはも
とより、これまでも道路情報運用他業務を実施してきた実績があり、本業務を遂行するの
に必要な要件を備えた契約対象機関であるため。（会計法第２９条の３第４項、予算決算
及び会計令第102条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2908 （社）関東建設弘済会
河川巡視・情況把握及び河川管
理補助業務委託

村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年04月01日 14,700,000

　本業務の遂行にあたっては、日々沿線住民等との接触も多いことから、河川法や建設
行政に関する法令等を把握し、河川に対する豊かな経験を有しているとともに、中立性・
公平性を確保することが必要である。
　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に
寄与することを目的に設立され、本業務の初期の目的達成のため、河川巡視員の研修の
実施や「河川巡視の心得」の作成等、河川巡視の技術向上に努めるとともに、情況把握
を的確に行うため、現地において総合実施訓練を行うなど、河川管理及び河川の情況把
握に関する高度な知識と豊富な経験を有し、行政的視野に立った中立性、公平性を確保
した責任ある業務を円滑に遂行できることはもとより、これまでも実績があり河川行政に
精通しているため、本業務を遂行するのに必要な要件を備えた契約対象機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第102条の４第３号の規定によ
り、社団法人関東建設弘済会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2909 （社）関東建設弘済会 厚生福祉業務委託
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年04月01日 3,570,000

本業務の遂行にあたっては、関東地方整備局の宿舎管理等の諸規則を熟知し、高崎河
川国道事務所の諸設備及び業務内容に精通するとともに、衛生管理面における高度な
知識と深い信頼を有することが必要である。
　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に
寄与することを目的として設立され、国土交通行政の遂行を支える職員の福利厚生に関
して必要となる豊富な経験と信頼を有し、また、これまでも同法人は福利厚生の業務を履
行した実績もあり、本業務を遂行するのに必要な要件を備えた契約対象機関であるた
め。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第102条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2910 （社）関東建設弘済会 積算補助業務委託
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年08月09日 45,338,264

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2911 （社）関東建設弘済会 用地補償技術業務委託その１
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年04月01日 13,440,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補
助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高
い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠
なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）
で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場
はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保でき
る公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入
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2912 （社）関東建設弘済会 現場技術業務委託
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年04月01日 301,350,000

本業務の遂行にあたっては、行政的視野に立った請負工事の高度な技術能力と経験とと
もに現場における住民対応等密接かつ適切な対応が必要である。
　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に
寄与することを目的に設立され、工事に関する高度な知識と経験を有し、行政的視野に
立った中立性・公平性を確保した責任ある業務を円滑に遂行できることはもとより、これま
でも現場技術業務を実施してきた実績もあることから、本業務を遂行するのに必要な要件
を備えた契約対象機関であるため。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第
102条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2913 （社）関東建設弘済会
道路事業関係検討資料作成業
務

村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年04月01日 22,575,000

本業務の遂行にあたっては、行政的判断を行うために必要なノウハウや道路事業に精
通・熟知しているとともに、中立性、公平性の確保や道路事業の企画・基本計画に関する
高度な知識と経験が必要である。
　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に
寄与することを目的として設立され、行政的判断を行うための検討資料等の作成に必要
なノウハウや高度な知識・技術と豊富な経験を有し、行政的視野に立った中立性、公正性
を確保した責任ある業務を円滑に遂行できることはもとより、道路行政にも精通している
ため、本業務を遂行するのに必要な要件を備えた契約対象機関であるため。（会計法第２
９条の３第４項、予算決算及び会計令第102条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2914 （社）日本建設機械化協会
三国トンネル換気設備維持管理
検討業務

村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2006年01月11日 16,800,000

本業務の遂行にあたっては、トンネル関連施設や機械について高度な専門的知識と技術
力が必要であるとともに、供用中の道路でなおかつ代替する一般道路が存在しない区間
における検討のため、高度な技術的判断力と行政的な知見が求められる。
社団法人日本建設機械化協会は、「建設事業の機械化を推進し、国土の開発と経済の
発展に寄与すること」を目的に設立された公益法人であり、その付属機関である「施工技
術総合研究所」は「建設の機械化に関する試験研究を実施することにより、建設機械及び
機械化施工に関する技術の向上を図り、建設事業の生産性向上に寄与すること」を目的
として設置され、建設機械及び機械化施工に関する試験・調査・研究・開発等を行ってお
り、特に、トンネル附帯設備の維持・管理の合理化に関する研究や技術指導に取り組む
など、トンネル換気施設関連技術について総合的な技術力及び豊富な経験を有してい
る。また、同法人は、全国のトンネル技術に関し、評価及び指導を行っていることから、本
業務に必要な要件を備えた契約対象機関であるため。（会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令第102条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2915 （独）水資源機構
平成１７年度下久保ダムダム湖
活用環境整備事業

村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年06月23日 65,500,000

　協定による

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

2916 東京電力（株） ４月分　電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年04月25日 1,365,985

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2917 東京電力（株） ４月分電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年05月11日 1,228,561

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2918 東京電力（株） ４，５月分電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年05月18日 5,041,860

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2919 東京電力（株） ５月分　電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年05月18日 1,243,923

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2920 東京電力（株） ５月分電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年06月03日 1,023,403

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2921 東京電力（株） ６月分　電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年06月15日 1,293,478

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2922 東京電力（株） ５，６月分電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年06月20日 5,527,079

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2923 東京電力（株） ６月分電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年07月05日 1,288,218

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)
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2924 東京電力（株） ７月分　電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年07月19日 1,434,258

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2925 東京電力（株） ６，７月分電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年07月20日 4,479,476

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2926 東京電力（株） ７月分電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年08月11日 4,556,075

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2927 東京電力（株） ８月分　電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年08月18日 1,571,325

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2928 東京電力（株） ７，８月分電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年08月18日 1,738,627

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2929 東京電力（株） ８月分電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年09月06日 1,689,176

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2930 東京電力（株） ８，９月分電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年09月16日 4,494,461

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2931 東京電力（株） ９月分　電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年09月27日 1,670,763

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2932 東京電力（株） ９月分電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年10月03日 1,244,011

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2933 東京電力（株） ９月分電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年10月12日 5,200,214

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2934 東京電力（株） １０月分　電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年10月18日 1,547,218

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2935 東京電力（株） １０月分電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年11月10日 6,296,824

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2936 東京電力（株） １１月分　電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年11月16日 1,325,579

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2937 東京電力（株） １１月分電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年12月13日 6,423,327

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2938 東京電力（株） １２月分　電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年12月16日 1,301,391

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2939 東京電力（株） １２，１月分電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2006年01月17日 3,280,004

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2940 東京電力（株） １月分　電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2006年01月19日 1,416,763

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2941 東京電力（株） １２，１月分電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2006年01月23日 3,099,919

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2942 東京電力（株） １月分電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2006年02月06日 1,612,262

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)
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2943 東京電力（株） １，２月分電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2006年02月13日 2,933,446

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2944 東京電力（株） ２月分　電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2006年02月15日 1,518,945

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2945 東京電力（株） １，２月分電気料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2006年02月24日 4,593,310

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2946 東京電力（株） 群馬１７号改築　物件移転料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年06月08日 3,225,160

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2947 東京電力（株） 群馬１７号改築　物件移転料
村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年06月08日 3,159,870

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2948 東京電力（株）
群馬１７号改築工事　物件移転
料

村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年10月13日 1,169,260

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2949 東京電力（株）
群馬１７号改築工事　物件移転
料

村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年10月13日 1,952,650

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2950 東京電力（株）
群馬１７号改築工事　物件移転
料

村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年11月18日 1,973,820

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2951 東京電力（株）
群馬１７号改築工事　物件移転
料

村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年11月18日 1,051,630

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2952 東京電力（株）
群馬１７号改築工事　物件移転
料

村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年11月18日 1,625,680

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2953 東京電力（株）
群馬１７号改築工事　物件移転
料

村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年11月18日 1,933,490

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2954 東京電力（株）
群馬１７号改築工事　物件移転
料

村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年12月06日 1,058,960

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2955 東京電力（株）
群馬１７号改築工事　物件移転
料

村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年12月06日 1,210,920

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2956 東京電力（株）
群馬１７号改築工事　物件移転
料

村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年12月06日 1,246,240

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2957 東京電力（株）
群馬１７号改築工事　物件移転
料

村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年12月06日 1,063,500

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2958 東京電力（株）
群馬１７号改築工事　物件移転
料

村山一弥　高崎河川事務所　群馬県高
崎市栄町６－４１

2005年12月06日 6,845,623

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2959 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
星野和彦　利根川水系砂防事務所　群
馬県渋川市渋川１２１－１

2005年04月01日 3,150,000

財団法人河川情報センターは、国土交通省の各地方整備局及び都道府県の所有する
レーダー雨量、テレメータ水位等の河川に係わる情報について一元的に収集、提供して
いる唯一の機関である。よって財団法人河川情報センターと会計法第２９条の３第４項及
び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を締結するもので
ある。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2960
（財）砂防フロンティア整備
推進機構

利根川水系歴史的砂防施設維
持・補修計画検討業務

星野和彦　利根川水系砂防事務所　群
馬県渋川市渋川１２１－１

2005年09月26日 31,290,000

当該業務は、利根川流域における登録有形文化財等歴史的砂防施設について、砂防計
画上必要とされる砂防設備の機能維持・保全と、管理瑕疵とならないよう公物として具備
すべき安全性の確保について手引きを策定するものである。当該業務を遂行するにあ
たっては、利根川流域における歴史的砂防施設に係る専門的知識とともに、①空石積み
等の歴史的砂防施設に関する代替性のないデータベース、②歴史的砂防施設に係る調
査、保全、修復技術等に関する高度の専門性、並びに③中立性・公平性等が必要であ
る。当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の
３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2961
（財）砂防フロンティア整備
推進機構

砂防危機管理に関する検討業務
星野和彦　利根川水系砂防事務所　群
馬県渋川市渋川１２１－１

2005年12月19日 31,185,000

当該業務は、大規模土砂災害時に事務所（当該業務発注者）が具体的に執るべき行動を
とりまとめた手引き書を作成するものである。当該業務を実施するに当たっては、当該機
関が著作権を有する「大規模な天然ダムの形成・決壊を対象とした異常土砂災害対応マ
ニュアル（案）」（登録番号：第30980号の1）を当該事務所管内の状況に応じて修正すると
ともに、当該機関の有する関連論文を砂防学会紙等に投稿し当該機関技術者が書籍「天
然ダムと災害」を執筆するなど、土砂災害に対する危機管理に関する代替性のない知識
及び中立性・公平性が必要である。当該機関は上記能力を有する唯一の機関であり、随
意契約を行うものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2962 （社）関東建設弘済会 平成１７年度賄い等業務委託
星野和彦　利根川水系砂防事務所　群
馬県渋川市渋川１２１－１

2005年04月01日 12,180,000

社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進を図ることにより、地域社会及び国
土の健全な発展に寄与することを目的として設立された団体であり、福利厚生に関する
業務を行うことを目的の一つとしている。また、設立当初から厚生福祉に関する業務に携
わっており、職員の健康管理、来客対応に関する教育・研修に努め、この業務の目的と意
義を十分理解している。以上のように本業務を遂行するために必要な信頼と実績を有し、
きめ細かな対応の出来る体制とノウハウを備えている唯一の法人であることから、上記法
人と随意契約を締結するものである。よって会計法第２９条の３第４項、予算令第１０２条
の４第３号の規定により、社団法人関東建設弘済会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2963 （社）関東建設弘済会 平成１７年度現場技術業務委託
星野和彦　利根川水系砂防事務所　群
馬県渋川市渋川１２１－１

2005年04月01日 75,600,000

社団法人関東地方建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発
展に寄与することを目的に設立されたものであり、技術業務事業として現場技術（監督補
助）業務を実施している。このため、公共工事を発注の立場で統括管理した経験と現場状
況に精通し、発注者の意向を確実・迅速に工事管理に反映するとともに的確な報告を行う
経験と技術者を豊富に有しており、継続して監督補助業務を履行している公益法人であ
る。以上の理由により本業務を適切に実施できる業者は当法人以外になく、会計法第２９
条の３第４項及び予算令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を締結するもので
ある。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2964 （社）関東建設弘済会 調査計画検討資料作成業務
星野和彦　利根川水系砂防事務所　群
馬県渋川市渋川１２１－１

2005年04月01日 48,300,000

社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に
寄与することを目的に設立されたものであり、建設事業に関する幅広い知識と行政的経
験を持ち、調査計画資料の作成に十分な能力を有している。また、当該業務に必要な一
定な中立性を有し、守秘義務の保持の点で信頼性が高いことが期待できる。よって、上記
業者と会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定
に基づき随意契約を締結するものである。 見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2965 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７管内光ケーブル設置補助
業務

星野和彦　利根川水系砂防事務所　群
馬県渋川市渋川１２１－１

2005年04月01日 21,000,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補
助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高
い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠
なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）
で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場
はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保でき
る公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2966 （社）関東建設弘済会 平成１７年度管内巡視業務委託
星野和彦　利根川水系砂防事務所　群
馬県渋川市渋川１２１－１

2005年04月01日 57,750,000

社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進を図ることにより、一般社会の利益
を増進し、ひいては国土の健全な発展に寄与することを目的として設立された財団であ
り、公益事業として建設事業に関する研究会、講習会等の事業を実施している。このた
め、砂防設備・砂防指定地等の管理等行政的分野に関する高度な知識と経験を持った技
術者を多数有し、かつ優秀な評価を得ている。以上理由により、本業務を適切に実施す
ることのできる業者は上記法人以外になく、会計法第２９条の３第４項及び予算令第１０２
条の４第３号の規定に基づき随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2967 （社）関東建設弘済会
平成１７年度譲原地すべり資料
館管理運営業務委託

星野和彦　利根川水系砂防事務所　群
馬県渋川市渋川１２１－１

2005年04月01日 5,250,000

社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に
寄与することを目的に設立されたものであり、当該業務と同様な業務の経験と実績が多
く、かつ過去の事業実施及び業務遂行の誠実性を勘案し、会計法第２９条の３第４項及び
予算令第１０２条の４第３号の規定に基づき上記社団法人と随意契約を締結するものであ
る。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2968 （社）関東建設弘済会
平成１７年度利根川水系砂防事
務所積算補助業務委託（第１四
半期

星野和彦　利根川水系砂防事務所　群
馬県渋川市渋川１２１－１

2005年04月27日 41,442,450

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2969 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７用地補償技術業務委託（補
償技術者Ａ）

星野和彦　利根川水系砂防事務所　群
馬県渋川市渋川１２１－１

2005年04月01日 13,440,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補
助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高
い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠
なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）
で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場
はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保でき
る公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2970 （社）雪センター
積雪挙動による土砂生産検討業
務

星野和彦　利根川水系砂防事務所　群
馬県渋川市渋川１２１－１

2005年04月21日 30,030,000

社団法人雪センターは、積雪・寒冷対策に関する先端的な調査研究、技術開発を行って
おり、気象庁観測所以外の山岳地域における雪崩や雪に関するデータベースを唯一保有
するとともに、「積雪及び雪崩による山腹斜面影響調査業務」、「積雪の土砂流出への影
響調査業務」などの実績がある。また、平成１５年度からの「積雪挙動による土砂生産検
討業務」の検討実績を有している。以上のことから本業務を遂行するに必要な要件を兼
ね備えた唯一の機関である。よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号の規定により、上記法人と随意契約を実施するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行するための準
備に時間を要するもの

公募手続きを導入

2971 東京電力（株） 譲原地すべり防止　物件移転料
星野和彦　利根川水系砂防事務所　群
馬県渋川市渋川１２１－１

2005年07月21日 1,430,280

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2972 （財）ダム技術センター
平成１７年度八ッ場ダム設計・施
工技術検討業務

安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2005年07月01日 22,680,000

本業務で実施するコスト縮減策の比較分析・評価にあたっては、当法人が既に唯一所有
する、全国のダム事業におけるコスト縮減検討・実施事例に関するデータベースを用いる
ことが必要不可欠である。当該データベースは、今後実施予定のコスト縮減策における縮
減見込み額等、積算、発注に直接係る未公開情報や未公開の技術開発等の企業ノウハ
ウが含まれ秘匿性が極めて高い。上記の理由によりこれらが可能となるのは、当法人以
外にない。よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号の規定により、上記法人と随意契約を実施するものである。

見直しの余地があるもの
随意契約によらざるを得ないも
の（11,680,000円）

公募手続きを導入
（11,000,000円）

2973
（財）ダム水源地環境整備
センター

Ｈ１７八ッ場ダム水環境影響検討
業務

安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2005年05月30日 48,300,000

水環境の影響検討にあたっては、将来の流域負荷を推定した上で、貯水池内の水質を予
測する必要がある。このためには、経年的水質ＤＢやダム諸量ＤＢ等を利用し、既設ダム
の諸元や流入量・放流量、流入水質・放流水質を入力条件として、既設のダムにおいて
予測モデルを検証した上でパラメータを設定し、貯水池内水質シミュレーションを実施する
ことが必要不可欠である。ＷＥＣが保有する水質計算プログラムは、著作権法に基づき登
録された唯一のプログラムであり、また、ＷＥＣが保有するこれらのＤＢについては、長期
間にわたる調査・研究の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で
唯一信頼のおけるものである。
さらに、総合的な評価を行うには、高度な知識及び 新の情報を関係する学識経験者等
の協力のもとに蓄積していく必要があるとともに、全国的な広範な知見のもとに、統一的
に、行政上の政策検討として中立かつ公平な立場から実施する必要がある。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由か
ら本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法第29条の3第4項、予決令第
102条の4第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入
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随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2974
（財）ダム水源地環境整備
センター

Ｈ１７八ッ場ダム自然環境保全対
策検討業務

安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2005年06月15日 32,445,000

大気環境の影響検討にあたっては、工事 盛期の工事量と粉じん・騒音等の発生量を効
率的に推定する必要があるため、ダム型式・規模別工事量ＤＢや大気環境ＤＢを利用す
ることが必要不可欠である。ＷＥＣが保有するこれらのＤＢは、長期間にわたる調査・研究
の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるもの
である。
水環境の影響検討にあたっては、将来の流域負荷を推定した上で、貯水池内の水質を予
測する必要がある。このためには、経年的水質ＤＢやダム諸量ＤＢ等を利用し、既設ダム
の諸元や流入量・放流量、流入水質・放流水質を入力条件として、既設のダムにおいて
予測モデルを検証した上でパラメータを設定し、貯水池内水質シミュレーションを実施する
ことが必要不可欠である。ＷＥＣが保有する水質計算プログラムは、著作権法に基づき登
録された唯一のプログラムであり、また、ＷＥＣが保有するこれらのＤＢについては、長期
間にわたる調査・研究の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で
唯一信頼のおけるものである。
動植物、生態系等の影響検討にあたっては、事業区域及びその周辺に生息する生物の
生息環境を推定し、事業による改変区域を重ね合わせることにより、事業の影響を予測
することが必要であるため、河川水辺の国勢調査［ダム湖版］ＤＢを利用することが必要
不可欠である。ＷＥＣが保有する当該ＤＢは、長期間にわたる調査・研究の実績の中から
構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるものである。
さらに、総合的な評価を行うには、高度な知識及び 新の情報を関係する学識経験者等
の協力のもとに蓄積していく必要があるとともに、全国的な広範な知見のもとに、統一的
に、行政上の政策検討として中立かつ公平な立場から実施する必要がある。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由か
ら本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法第29条の3第4項、予決令第
102条の4第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2975
（財）ダム水源地環境整備
センター

Ｈ１７八ッ場ダム環境影響検討業
務

安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2005年10月19日 32,959,500

大気環境の影響検討にあたっては、工事 盛期の工事量と粉じん・騒音等の発生量を効
率的に推定する必要があるため、ダム型式・規模別工事量ＤＢや大気環境ＤＢを利用す
ることが必要不可欠である。ＷＥＣが保有するこれらのＤＢは、長期間にわたる調査・研究
の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるもの
である。水環境の影響検討にあたっては、将来の流域負荷を推定した上で、貯水池内の
水質を予測する必要がある。このためには、経年的水質ＤＢやダム諸量ＤＢ等を利用し、
既設ダムの諸元や流入量・放流量、流入水質・放流水質を入力条件として、既設のダム
において予測モデルを検証した上でパラメータを設定し、貯水池内水質シミュレーションを
実施することが必要不可欠である。ＷＥＣが保有する水質計算プログラムは、著作権法に
基づき登録された唯一のプログラムであり、また、ＷＥＣが保有するこれらのＤＢについて
は、長期間にわたる調査・研究の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度
の面で唯一信頼のおけるものである。
動植物、生態系等の影響検討にあたっては、事業区域及びその周辺に生息する生物の
生息環境を推定し、事業による改変区域を重ね合わせることにより、事業の影響を予測
することが必要であるため、河川水辺の国勢調査［ダム湖版］ＤＢを利用することが必要
不可欠である。ＷＥＣが保有する当該ＤＢは、長期間にわたる調査・研究の実績の中から
構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるものである。さらに、
総合的な評価を行うには、高度な知識及び 新の情報を関係する学識経験者等の協力
のもとに蓄積していく必要があるとともに、全国的な広範な知見のもとに、統一的に、行政
上の政策検討として中立かつ公平な立場から実施する必要がある。ＷＥＣは、専門的な
知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由から本業務の目的を達
成できる唯一の機関である。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

2976 （社）関東建設弘済会 Ｈ１７清掃及び賄
安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2005年04月01日 12,180,000

　本業務は、八ッ場ダム工事事務所、大津宿泊所・大津会議所および長野原単身寮にお
ける清掃及び賄の業務である。
　事務所はダム工事場所に位置し、また、大津宿泊所・大津会議所および長野原単身寮
も立地上、山間部で生活の著しく不便な地に所在しているため、近隣の食堂が極めて少
ない。このため、賄業務を委託する必要があるが、用地折衝その他守秘性を要する業務
の比重が大きい現在の八ッ場ダム建設事業の特性を踏まえると、食事中における職員間
の情報交換等に付随する情報面の危機管理に細心の注意が求められる。このため、業
務委託先には、特定の企業や個人との利害関係を持たない中立性と、秘密保持の徹底
が求められる。清掃業務についても、同様である。
　上記業者（社）関東建設弘済会はこのような条件を満たし、これまでも整備局管内にお
いて、八ツ場ダム工事事務所と同様な立地環境で同種の業務を的確に履行してきた実績
があり、また（社）関東建設弘済会は建設行政の発展を目的として設立された公益法人で
あるため、建設行政全般に渡って深い知識並びに豊富な業務経験及び人材を有している
とともにそのような人材育成にも努め、守秘義務等確実な業務履行に対する信頼性が高
く、本業務を履行するのに十分な成果を上げることができる唯一の法人である。
　以上の理由により上記業者と随意契約をするものである。（会計法第２９条の３第４項、
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
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2977 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７川原湯総合相談センター管
理運営業務

安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2005年04月01日 3,675,000

　本業務は、広報活動の一環として川原湯総合相談センターの来客対応、管理運営、相
談所文書整理等を行う業務である。
　川原湯総合相談センターは全戸水没する川原湯地区に位置する特殊な環境にあり、生
活再建相談に関する対応では、過去における経緯、相談者の性格までも熟知している必
要があり、相互信頼を得ることではじめて成り立つ業務である。従って、当事務所の業務
を熟知・精通した人材を有することが契約の絶対条件と言える。
　（社）関東建設弘済会はこれまでも整備局管内において、八ッ場ダム工事事務所と同様
な環境で建設事業普及のための広報活動業務を的確に履行してきた実績がある。また、
（社）関東建設弘済会は建設行政の発展を目的として設立された公益法人であるため、
建設行政全般に渡って深い知識並びに豊富な業務経験及び人材を有しているとともにそ
のような人材育成にも努めており、守秘義務等確実な業務履行に対する信頼性が高く、
十分な成果を上げることができる唯一の法人である。
　以上の理由により、上記業者と随意契約をするものである。（会計法第２９条の３第４
項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

2978 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７用地補償技術業務委託（そ
の９）

安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2005年04月01日 22,680,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補
助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高
い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠
なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）
で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場
はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保でき
る公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2979 （社）関東建設弘済会 Ｈ１７補償説明業務
安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2005年07月01日 7,350,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補
助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高
い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠
なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）
で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場
はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保でき
る公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2980 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７八ッ場ダム用地資料収集業
務

安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2005年11月22日 9,450,000

　本業務は、八ッ場ダムの調査着手以降現在までの用地関係の経緯等について取りまと
めるものである。
　本業務の調査内容及び目的としては、八ッ場ダム建設に伴う水没者や関係機関への対
応及び調整においてどのような経緯があり、 終的な判断に到達するまでにどの様な対
応案を検討して選択してきたのかを、当事務所の歴代の担当者から、座談会形式若しく
は個別取材により当時の状況を収集記録し、冊子として取りまとめを行うことにより、今後
の八ッ場ダム建設事業の推進に資するものである。
　本業務は八ッ場ダムの社会的、地域的に複雑な経緯を深く理解した上で、座談会や個
別取材により収集した情報の取りまとめを行うという、特殊な内容を含む業務であり、そ
の遂行にあたっては、行政上の豊富な知識や経験ばかりでなく、八ッ場ダム建設事業の
歴史や現地の状況等に精通した実務経験者が不可欠である。
　上記法人は、国土建設事業の円滑な推進に側面から寄与することを目的として設立さ
れた公益法人であり、上に掲げるような条件に合致した実務経験者を擁する唯一の法人
である。
　以上のことから、上記法人が、本業務を迅速かつ的確に遂行できる唯一の契約対象者
と判断されるため随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

2981 （社）関東建設弘済会 Ｈ１７現場技術業務委託（その２）
安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2005年04月01日 113,400,000

　本業務は、ダム及び河川に関する調査及び計画、電気通信に関する調査・計画、国有
林野に関する調査・計画、都市計画及び造成計画を遅滞なく円滑に履行するための現場
技術員を派遣するものである。
　本業務の履行にあたっては、ダム工事のみならず河川、砂防、道路、橋梁工事や都市
計画など多岐にわたる範囲について、計画から調査、設計、施工と様々な段階の業務内
容を有していることから、幅広い知識が必要となる。
　また、事業区域には国有林や保安林、ＪＲ及び東京電力等の様々な関係機関との関わ
りがあり、その上、水没移転者がダム建設工事区域内で生活する中で事業展開を図らね
ばならないという制約条件も課せられているため、それらの機関との調整能力や行政的な
対応能力も必要となる。
　コスト縮減、工期の厳守が強く要請されている本事業の実施にあたっては、業務内容を
把握したうえ、地元事情に精通し、迅速に対応することが必要となる。
　上記業者においては、建設事業に関する多くの本業務に必要とする資格者を有し、幅
広い知識と行政経験を持ち、また平成１６年度に現場技術業務を履行するなど、地元情
勢にも精通していることから、滞りなく、円滑に本業務を実施できる唯一の契約対象であ
る。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約するも
のである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

2982 国土環境（株）
Ｈ１７八ッ場ダム周辺地域猛禽類
調査

安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2005年04月15日 39,900,000

　本調査は、八ッ場ダム事業区域周辺に生息する猛禽類（ワシタカ類）の具体的な保全措
置を検討するために、その繁殖・分布状況や行動圏の内部構造を把握するための調査を
行うものである。
　本調査は、継続して個々の猛禽類に対する調査を行うものであるため、年間とおして個
体識別ができることが条件となる。
　上記業者は、八ッ場ダム事業区域周辺の猛禽類に対する調査を継続して実施してお
り、当該地域における猛禽類の情報に精通・熟知し、猛禽類全般について見識が深く、そ
れぞれの個体識別ができることから生態的要因及び本調査の目的を的確に把握できる。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令１０２条の４第３号により随
意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行(19年度
以降、企画競争に移行)

2983 東京電力（株） 電気料（４月分）
安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2005年05月24日 1,395,991

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2984 東京電力（株） 電気料（５月分）
安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2005年06月21日 1,213,264

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2985 東京電力（株） 電気料（６月分）
安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2005年07月21日 1,247,601

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2986 東京電力（株） 電気料（７月分）
安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2005年08月23日 1,323,222

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2987 東京電力（株） 電気料（８月分）
安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2005年09月26日 1,450,427

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2988 東京電力（株） 電気料（９月分）
安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2005年10月24日 1,346,505

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2989 東京電力（株） 電気料（１０月分）
安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2005年11月18日 1,243,316

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2990 東京電力（株） 電気料（１１月分）
安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2005年12月19日 1,413,287

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2991 東京電力（株） 電気料（１２月分）
安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2006年01月20日 1,603,405

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2992 東京電力（株） 電気料（１月分）
安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2006年02月20日 1,710,986

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

2993 東京電力（株）
八ッ場ダム建設事業　事業損失
補償金

安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2005年04月22日 364,756,297

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2994 東京電力（株）
八ッ場ダム建設事業　事業損失
補償金

安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2005年06月13日 407,986,400

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2995 東京電力（株） 物件移転料
安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2005年07月11日 1,049,670

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2996 東京電力（株） 物件移転料
安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2005年04月15日 5,497,509

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2997 東京電力（株） 物件移転料
安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2005年10月25日 3,937,880

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2998 東京電力（株） 物件移転料
安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2005年11月18日 1,121,940

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

2999 東京電力（株） 物件移転料
安田吾郎　八ツ場ダム工事事務所　群馬
県吾妻郡長野原町大字与喜屋１１

2006年01月25日 2,755,816

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3000 （財）ダム技術センター Ｈ１７下久保ダム再編検討業務
郡司篤　利根川水系総合調査事務所
群馬県沼田市薄根町３３９２－１

2005年09月07日 31,500,000

本業務は、技術的に極めて難度の高い既設ダム堤体との一体性を確保した嵩上げ方法
の検討等を実施するものであり、これらの知見に基づく極めて高度な技術的判断力ととも
に、全国の再開発を実施したダム及び実施中のダムにおける堤体嵩上げにおける設計・
施工の経緯やその際の技術的問題点に関するデータベースを用いた検討が不可欠であ
るが、これらを有しているのは当法人しかない。また、利根川流域におけるダム再編計画
に関わる社会的影響の極めて大きなものであるため、高度な技術力に基づき公益的視点
から実施する必要がある。これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第
29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3001
（財）ダム水源地環境整備
センター

Ｈ１７利根川上流ダム群再編事
業課題検討業務

郡司篤　利根川水系総合調査事務所
群馬県沼田市薄根町３３９２－１

2005年07月11日 31,920,000

本業務は、全国で初めて事業化された本格的なダム再編事業であり、これまでのルール
では確立されていない前例のない検討である。このためにはダムに関する工学的、社会
経済的、行政的知見を総合的に駆使する必要があり、ダム諸量ＤＢ、河川水辺の国勢調
査DB、全国水源地域センサスＤＢ等を利用することが必要不可欠である。WECが保有す
るこれらのDBは、長期間に亘る調査・研究の実績の中から構築され、また近年の状況を
把握しつつ更新されているものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるもので
ある。　また、高度な知識及び 新の情報を関係する学識経験者等の協力のもとに蓄積
してゆく必要があるとともに、全国的な広汎な知見のもとに、統一的に、行政上の政策検
討として中立かつ公平な立場から実施する必要がある。ＷＥＣは、専門的な知識・情報、
豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由から本業務の目的を達成できる唯
一の機関である。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3002 （社）関東建設弘済会 Ｈ１７厚生福祉業務
郡司篤　利根川水系総合調査事務所
群馬県沼田市薄根町３３９２－１

2005年04月01日 2,415,000

本業務は、利根川水系総合調査事務所の合宿所において清掃及び賄いを行い、合宿所
の管理及び職員の福利厚生環境を向上させる目的で履行するものである。当合宿所は
群馬県北部の沼田市に立地し、寒冷地手当が支給される山間地であり、近隣地域に賄い
等厚生福祉業務に営業実績のある業者はない。
本業務の履行にあたっては、衛生管理・健康管理に配慮することは基より、職員とのコ
ミュニケーションを図り、職員のプライバシーについても配慮していかなければならない。
また立地が住宅地にあり近隣住民、来客者に対する対応も国の職員と同等に行わなくて
はならない。
上記法人は、建設事業の円滑な推進を図ることにより、地域社会及び国土の健全な発展
に寄与することを目的に設立した団体であり、福利厚生に関する事業を行うことを目的の
一つとしている。
また、上記法人は平成２年の合宿所建築当初から当該業務に携わっており、職員の健康
管理・衛生管理・応客対応等に関する人材育成教育を徹底させ、各地域に優秀な人材を
多数抱えている。
以上のことから、本業務を遂行するために必要な信頼と実績を有し、きめ細やかな対応
がとれる唯一の契約対象法人であることから、随意契約を締結するものである。
会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3003 （独）水資源機構
平成１７年度利根川上流ダム群
再編事業に係る下久保ダム課題
検討

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年07月15日 51,240,000

水資源機構は下久保ダムを建設、保有管理しており、当該ダム並びにその貯水池周辺に
ついて精通し、専門的な知識・経験・能力を有している。検討においては施設の保有管理
者のみが有するダムサイトの地質データ等が必要であり、同機構はこれらを有する唯一
の機関である。また、ダム堤体の嵩上げは当該ダムの管理運用にも直接関わるものであ
る。契約相手は、下久保ダム保有管理する水資源機構しかない。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3004
（財）ダム水源地環境整備
センター

平成１７年度渡良瀬貯水池水質
改善検討業務

佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年07月27日 63,000,000

本業務の実施にあたっては、渡良瀬貯水池で本格実施を検討している貯水池の「干し上
げ」、すなわち貯水池の水位低下による湖底の空気への暴露について、水質保全対策上
の評価を行う必要がある。また、渡良瀬貯水池での各種の水質保全対策の効果を総合
的に判断し、施策の評価を行う必要がある。このためには、ダム管理に関する全国的な
情報としてダム諸量ＤＢ、水質ＤＢを利用することが必要不可欠である。なお、ＷＥＣが保
有するこれらのＤＢについては、長期間にわたる調査・研究の実績の中から構築されたも
のであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるものである。
さらに、 終的なとりまとめにあたっては、関係する学識経験者等のネットワークによる
新情報を蓄積するのと併せ、評価方法・改善策についての政策検討として中立かつ公平
な立場から実施する必要がある。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由か
ら本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０
２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3005
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度　利根川上流生態
系保全河道計画検討業務

佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年07月12日 39,585,000

 本業務は、利根川上流区間での生態系保全を図る河道計画の策定を行うものである。
検討にあたっては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、河川生態について
全国の情報を保有し、そのデータから河道特性と河川生態についての関係を体系的に整
理したデータを保有している必要があるが、そのようなデータを有しているのは当法人が
唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条
件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第
３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3006
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度　渡良瀬遊水地生
態系調査検討業務

佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年07月12日 99,750,000

本業務の遂行にあたっては、全国の河川における生物種の確認状況や生息・生育場の
状況等に関する情報が必要不可欠であるが、これらに関するデータを体系的に有するの
は当法人が唯一である。また、これらには絶滅の危機に瀕する動植物等の情報が含まれ
ていることから、漏洩による乱獲を厳に防止する必要があり、公益性を有する当法人が高
い秘匿性をもってデータの管理を行っており、他にこのような要件を満たす者はいない。
（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3007 （財）河川環境管理財団
利根川上流堤防植生管理手法
検討業務

佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年09月16日 32,970,000

本業務は、効率的な堤防管理並びに花粉症対策を目的とする技術的なマニュアルを検
討・作成するための業務であり、判断の中立性・公平性が特に求められるものである。ま
た、マニュアルの作成と検証のためには当財団がこれまでの研究並びにモデル河川での
実践の中で蓄積してきた当財団が唯一所有する植生図、根毛量、花粉症対策など１６項
目以上に及ぶ全国の主要河川での「堤防植生データベース」が必要。さらに、本業務の実
施に当たっては、水環境改善に関する豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの
蓄積を有し、かつ、様々な分野の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有
することが必要。従って、当該業務の遂行が可能なのは、唯一当該財団のみである。（会
計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3008 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　利根川上流河川
景観検討業務

佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年09月16日 29,400,000

本業務の実施に当たっては、河川環境管理に関する豊富な知見、高度な技術、検討事例
等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専門の学識者、専門家からの広範な情報
収集能力を有することが必要となる。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平な検討が必要である。従っ
て当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。
（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行(19年度
以降、企画競争に移行)

3009 （財）河川環境管理財団
平成１７年度利根川上流河川学
習支援検討業務

佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年06月30日 31,500,000

本業務の検討に当たっては、河川環境教育が先進的な取り組みであることから、河川環
境教育に関する豊富な経験、知識、ノウハウ、国内外の実施状況、事例の情報を有して
いること、「子どもの水辺再発見プロジェクト」の事務局である「子どもの水辺サポートセン
ター」が設置され、これらを通じた様々なデータの蓄積や、市民団体、教育関係者等の意
見を直接的に把握できる情報収集能力が必要である。また、教育に関わる業務であるこ
とから、特定の主体に偏ることなく、中立・公平性を持って業務を推進できることが必要で
ある。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。　（会計法第２９条の
３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行(19年度
以降、企画競争に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3010 （財）河川環境管理財団
利根川中流域調節池等整備計
画検討業務

佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年07月27日 95,550,000

本業務の実施に当たっては、河川環境管理に関する豊富な知見、高度な技術、検討事例
等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専門の学識者、専門家からの広範な情報
収集能力を有することが必要となる。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平な検討が必要である。従っ
て当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項予
決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行(19年度
以降、企画競争に移行)

3011 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年04月01日 7,560,000

　（財）河川情報センターは、全国の各地方整備局及び各都府県の所有する雨量レー
ダー・雨量テレメータ・水位テレメータ等の河川に係わる各種情報について一元的に収集
し、提供している唯一の機関であり、他の機関では履行不可能である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により上記業者と
随意契約を締結するものである。 その他のもの

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

3012 （財）河川情報センター
利根川資料館文献資料収集検
討業務

佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年12月13日 12,810,000

　本業務は、利根川資料館のための古文書の収集、保存等についての検討を行うもので
ある。当該財団は、河川資料館の構想、計画、運営について、代替性のない特定の研究
成果をとりまとめて、手引き書を出版している。本業務はこの研究成果を用いるものであ
る。また、当該財団は他に類を見ない豊富な経験と代替性のない特定の知識等を有する
唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項） 見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3013 （財）河川情報センター
平成１７年度利根川上流データ
構造化標準化検討業務

佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年12月16日 31,500,000

　本業務は、当該財団が開発し、代替性のない特殊なシステムである水情報国土のデー
タベースに接続するためのデータ構造化・標準化を行うものである。当該財団は、システ
ムの開発者として、水情報国土データー管理センターシステムについて、代替性のない特
定の知識等を有しており、本業務を遂行できる唯一の者である。（会計法第２９条の３第４
項予決令第１０２条の４第３項） 見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3014 （財）河川情報センター
利根川上流危機管理行動計画
検討業務

佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年07月11日 61,950,000

自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理を行えるようにするために
は、シナリオのない状況の中で臨機の判断等の対処能力を向上させるための訓練が不
可欠である。ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプレーヤーに分
かれ、コントローラーから付与される状況に応じてシナリオを知らされていないプレーヤー
がその場で判断し行動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法であ
る。当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について著作権を有している。ま
た、災害対応について、経験と代替性のない特定の知識等を有する演習実施組織を擁す
る唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの

①一般競争入札等に移行するた
めの準備に時間を要するもの
(30,874千円、Ｈ１９年度以降に
一般競争入札に移行)
②随意契約によらざるを得ない
もの(31,076千円)

3015 （財）河川情報センター 洪水氾濫予測システム構築業務
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年12月19日 63,000,000

　本業務は、洪水氾濫予測システムの構築を行うものである。当該財団は、洪水氾濫予
測システムについて、システムの開発者として、代替性のない特定の知識等を有し本業
務を遂行できる唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3016 （財）国土技術研究センター 利根川堤防強化対策検討業務
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年09月06日 69,300,000

　本業務の履行にあたっては、河川堤防設計指針の策定に係る背景・内容・課題などを
熟知しているとともに、柔構造樋管の設計、利根川をはじめとする河川堤防の安全性・被
災などに関する高度な知見、総合的な技術力及び行政的な視点を有することが不可欠で
ある。
　（財）国土技術研究センターは、「河川堤防設計指針」の策定及び同指針の解説書であ
る「河川堤防の構造検討の手引き」、「柔構造樋門設計手引き」の作成に主体的に携わっ
ていること及び利根川においても過去３カ年間にわたり本業務に携わるなど利根川堤防
の質的安全性評価に関する検討実績を多数有していることから、本業務の目的を達成し
得る唯一の法人である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき上記法
人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

3017
（財）渡良瀬遊水地アクリ
メーション振興財団

渡良瀬遊水地内維持管理業務
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年04月01日 48,090,000

本業務の実施にあたっては、遊水地現地の情報を日頃より的確に把握し、情報を熟知
し、遊水地利用者の緊急事態に迅速に対応できること、管理等のための高度な技術を有
していること、行政の判断、措置の基礎情報となる支援業務であることから中立・公平性
があることが必要である。当該法人は、河川環境の整備と一元管理を行うための専門機
関として設立されたもので、また遊水地に隣接して所在し、日頃より遊水地に関連する現
地情報を的確に把握し、それら長期間の業務の実績による構築された現地情報等に関す
る唯一のＤＢを持っており、利用状況に則した適正な施設の維持管理を行うための知識
に熟知精通した技術者を有している。さらには、公益法人であることから、中立公平な立
場での判断が可能である。以上により、当該法人は本業務の履行にあたって適切に実施
できる唯一の機関である。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行(H19年
度以降、公募手続きを導入）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
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契約を締結した日
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3018 （財）日本地図センター
昭和２２年カスリーン台風時の利
根川流域空中写真購入

佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2006年02月27日 3,282,426

　本調達に係わる空中写真のうち、国土地理院が所有する写真は、米軍が戦後国土地理
院に版権を譲渡し、（財）日本地図センターのみが販売している。
　このため、米国国立公文書館及び国土地理院が所有する写真を合わせた、当時の様
子を再現するモザイク写真等は、上記法人以外から調達することができない。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号にもと
づき、上記業者と随意契約を締結するものである。

その他のもの
18年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

3019 （社）関東建設弘済会
渡良瀬遊水地設備等運転管理
補助業務

佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年04月01日 48,300,000

   本業務は、治水、利水の目的で運用する渡良瀬遊水地に設置されているポンプ、ゲ－
ト、水質保全施設等の運転管理業務を行うものである。渡良瀬遊水地には、利根川上流
ダム群と連携しながら生活水の補給を行うなう機能及び洪水調節機能を持つ平地型ダム
である渡良瀬貯水地を有しており、本業務の履行にあたっては、施設の設置目的や運用
効果を充分理解し流水等の状況変化に対し発注者の指示により、臨機の処置を適切か
つ速やかに実施出来る必要がある。
   上記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与することを目的と
して昭和４１年に設立された。設立当初より各種建設事業に関する業務を受託し、河川行
政、河川管理及びダム管理業務に関す経験も豊富であり、特に治水、利水施設の運用、
管理について多くの実績を持つ上に、ダム管理に精通したダム管理技士の資格技術者を
多く有しており、本業務に携わる者に対しての教育を実施するなど豊富な知識と経験を有
している唯一の法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、（社）関東建設
弘済会と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3020 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７管内現場技術業務委託（一
式）

佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年04月01日 220,500,000

  本業務は、利根川上流河川事務所管内の改修工事等において、工事の監督補助業務
を行うものである。
  本業務の履行にあたっては、公共工事を理解し、河川工事に関する知識と豊かな経験
を有することはもとより、現地状況を的確に把握し各種条件に応じた施工がなされている
か確認するとともに、工事監督補助という特殊性から公平性及び中立性が要求され、か
つ地域住民や河川利用者との対応が必要である。
  上記法人は、建設事業の円滑な推進を図ることを目的に設立された法人であり、有資
格者を多数擁し自ら職員研修を実施するなど、的確に状況判断できる信頼のおける法人
である。
  従って、本業務の任務を果たすのは上記法人をおいて他になく、会計法第２９条の３第４
項予算決算及び会計令第１０２条の４第３項の規定により随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3021 （社）関東建設弘済会 河川巡視業務
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年04月01日 58,275,000

　本業務は、河川の適正な管理のために河川巡視を行うものであり、関東地方整備局河
川巡視規則に基づき、流水の占用状況、土地の占用状況、産出物の採取に関する状況、
工作物の設置の状況、土地の形状変更、船舶係留等の状況、河川環境の状況、河川管
理施設及び許可工作物の維持管理状況、親水施設等の維持管理等状況、河川保全区
域・河川予定地及び高規格堤防特別区域における行為の状況、不審物等の状況、その
他について把握するための業務であるとともに、巡視業務途上におけて日々、沿川住民
等からの情報収集を行うことも必要となる業務である。
　本業務の実施においては、河川法や建設行政等に関する知識と豊かな河川管理の経
験を有するころが不可欠である。上記法人は建設事業の円滑な推進に資し、もって国土
開発の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であり、本業務の所期の目的達
成のための河川巡視員研修の実施や「河川巡視の心得」の作成等を行うなど、河川巡視
員の技術向上に努め、河川管理に関する高度な知識を持った技術者を多数有している。
本業務の履行にあたってはこのような河川行政の経験と河川技術の知見が必須であり、
当該業務を遂行できる者は同法人をおいて他にはない。よって、会計法第２９条の３第４
項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3022 （社）関東建設弘済会
平成１７年度首都圏氾濫区域等
用地補償説明等業務

佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年04月13日 50,400,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補
助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高
い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠
なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）
で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場
はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保でき
る公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3023 東京電力（株） 電気料（４月分）
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年04月27日 1,986,762

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3024 東京電力（株） 電気料（４月分）
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年05月18日 5,580,971

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3025 東京電力（株） 電気料（５月分）
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年06月07日 2,084,454

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3026 東京電力（株） 電気料（５月分）
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年06月13日 4,333,724

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3027 東京電力（株） 電気料（６月分）
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年06月23日 1,384,286

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3028 東京電力（株） 電気料（６月分）
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年07月12日 4,723,271

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3029 東京電力（株） 電気料（７月分）
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年08月08日 8,117,569

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3030 東京電力（株） 電気料（８月分）
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年09月06日 2,613,429

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3031 東京電力（株） 電気料（８月分）
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年09月12日 6,146,917

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3032 東京電力（株） 電気料（９月分）
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年10月04日 2,014,596

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3033 東京電力（株） 電気料（９月分）
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年10月12日 6,257,175

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3034 東京電力（株） 電気料（１０月分）
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年11月08日 9,622,330

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3035 東京電力（株） 電気料（１０月分）
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年11月15日 1,318,400

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3036 東京電力（株） 電気料（１１月分）
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年12月05日 1,418,548

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3037 東京電力（株） 電気料（１１月分）
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年12月13日 1,056,791

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3038 東京電力（株） 電気料（１１月分）
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年12月15日 3,841,447

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3039 東京電力（株） 電気料（１２月分）
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年12月21日 1,842,725

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3040 東京電力（株） 電気料（１２月分）
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2006年01月17日 2,634,122

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3041 東京電力（株） 電気料（１月分）
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2006年02月08日 4,972,363

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3042 東京電力（株） 電気料（２月分）
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2006年02月28日 2,366,791

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3043 東京電力（株） 電気料（２月分）
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2006年03月08日 4,967,111

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3044
八千代エンジニアリング
（株）

利根川水系河川水辺の国勢調
査全体計画作成業務

佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年12月26日 16,065,000

　本業務は、利根川水系における河川水辺の国勢調査をより適切で効率的調査を実施す
るために、水系一貫の視点や調査項目間の関連性を踏まえた視点から、「利根川水系河
川水辺の国勢調査全体計画書」の作成を行うものである。
　上記業者は、「利根川上流河川事務所建設コンサルタント選定委員会」においてプロ
ポーサルの提出を受け、調査審議及び評価した結果、当該業務について も適した業者
として選定されたものである。よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第
３号の規程に基づき随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの
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3045
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度　荒川上流沿川整
備方策検討業務

今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年09月26日 32,025,000

本業務は、荒川上流区間における高規格堤防整備の推進方策を検討するものである。高
規格堤防は、都市整備と河川整備とが一体となった整備であり、それぞれの制度に精通
しているだけでなく、共同事業実施上の課題や様々な問題に対しての対処策を把握して
いる必要がある。検討にあたっては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、
今日までの高規格堤防整備の事例データを保有し、そのデータからあらゆる課題及びそ
の対応方策を分析、整理してデータとして保有している必要があるが、そのようなデータ
を有しているのは当法人が唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立
場が必要であり、これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３
第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3046
（財）リバーフロント整備セン
ター

Ｈ１７荒川上流水辺空間保全再
生計画検討業務

今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年06月09日 44,100,000

本業務は、荒川上流区間の水辺環境保全、再生計画の策定を行うものである。検討にあ
たっては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、河川生態について全国の情
報を保有し、そのデータから河道特性と河川生態についての関係を体系的に整理した
データを保有している必要があるが、そのようなデータを有しているのは当法人が唯一で
ある。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満
たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3047 （財）河川環境管理財団
明戸地先床止め環境影響等検
討業務

今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年06月24日 6,510,000

明戸サイフォンを含む一連区間の河道計画については、河川の生態系（直上流の白鳥飛
来区域）に必要な水環境（水量、水深等）の確保や、現況サイフォン地点の河床の急激な
落ち込みに対する河川環境（サイフォン部河床勾配、右岸砂礫敷地、渇水量時の澪筋
等）の復元を行うため、施設上流の河川環境の維持対策、サイフォン撤去後の自然河道
復元対策について河川工学の学識経験者、生態系の専門家、魚道の専門家、関係行政
機関からなる委員会の指導を受け、平面二次元不定流解析等によりその流況を確かめ
つつ検討を行ってきたものであるが、各種洪水により流況を解析的に再現することの限界
性から、別途、模型実験による妥当性の検証を総合評価型のプロポーザル方式により実
施した。　本業務は明戸サイフォン撤去後の対策工について委員会等での検討経緯を踏
まえた検討資料および別途実施された模型実験結果を当該地区の河川環境を踏まえ総
合的・体系的に取りまとめを行い、技術レポートを作成するものである。　本業務を履行す
るためには、サイフォン地点周辺が複雑な河川環境・地形・水理条件を有していることか
ら、検討にあたって高度な技術と河川の生態系に関する知識や水理特性、河道に関する
知識等の総合的な知見が必要不可欠である。又、現地の状況、過去の経緯、関連する情
報等について精通・熟知していることも必要である。上記法人は、河川環境の整備と保全
に関する総合的な調査研究を行うことを目的に設立され、これまでに「利根川上流河川環
境特性検討業務」、「利根川下流河川環境整備基本検討業務」など河川環境の整備と保
全に関する検討業務を数多く実施しているとともに、平成１２～１６年度において明戸地先
の河川環境対策に関する一連の調査・検討を継続して履行し、明戸サイフォン周辺の河
川環境特性や施設撤去後の周辺河川環境に対する問題事項等に関し精通・熟知してい
ることから、本業務を円滑且つ的確に遂行できる唯一の機関である。よって、会計法第２９
条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき、上記法人と随意契約を行うも
のである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行(19年度
以降、企画競争に移行)

3048 （財）河川情報センター
平成１７年度　河川情報提供業
務

今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年04月01日 3,150,000

本業務は、全国の各地方整備局及び各都府県の所有する雨量データ・雨量テレメータ・
水位テレメータ等の河川に係わる各種情報について、情報提供を受け所管河川の出水時
等の対応に資するものである。上記法人は、上記情報について一元的に収集、提供して
いる唯一の機関である。従って、本業務を遂行するにあたっては、上記法人との契約以
外、所期の成果が期待出来ないため、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１
０２条の４第３号により上記法人と随意契約を行うものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

3049 （財）河川情報センター
平成１７年度　荒川上流浸水想
定区域表示システム構築業務

今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年06月30日 32,130,000

本業務の遂行にあたっては、①浸水想定区域図を作成するにあたっての洪水氾濫解析
の計算方法、表現方法、利用条件を熟知していること、②精密な地図データを効率よく扱
う方法を熟知していること、③著作権を自由に行使できる地理情報システムのソフトウェア
を保有していることが必要である。(財)河川情報センター（以下「センター」という。）は、河
川・流域情報の収集、処理・加工、解析、保管及び提供に関する調査研究及び技術開発
を行うことにより、情報管理及び情報提供の手法を確立し、その成果を広く国・地方公共
団体その他防災機関及び国民社会に提供するとともに、その活用の促進を図り、もって
水災害による被害の軽減及び危機管理並びに河川の適正な管理及び利用の増進に資
することを目的に設立された財団である。センターは、浸水想定区域図の作成について豊
富な実績を有し、また、その表示手法として、地理情報システムを活用した破堤点や時系
列毎の浸水想定区域表示システム（動く浸水想定区域ビューワー）を構築する等、大容量
の精密地図データの取り扱い等に精通している。また、独自の地理情報システムのソフト
ウェアを保有しており、使用するパソコン毎にライセンス費用が発生しないこと、パソコン
の使用台数に制限がないなど、著作権上の制約なく、本業務の実施目的とも合致する。
以上のことから、センターは本業務の実施可能な唯一の者であり、本業務を委託すること
が も適切と考えられる。よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
の規定に基づき、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3050 （財）公共用地補償機構 Ｈ１７高麗川補償関係検討業務
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年11月18日 14,490,000

複雑かつ特殊な補償案件の場合には、職員自らが補償額算定を行うことは相当に困難
であり、高度な専門的分野について造脂の深い学識経験者に委ねることが必要である。
この場合、補償額算定に当たっての事前調査は、単純な目視による現地調査や登記簿
等による書類調査だけでは到底不十分であり、補償対象物件の特殊性や被補償者側の
特殊事情などを十分に精査し的確に評価する必要がある。そのためには、被補償者側の
諸々の情報を的確に把握する必要があるが、民間コンサルタントであっては相手方の十
分な信頼を得ることができないため困難であるおそれもあり、機構という公益法人であっ
て初めて可能となることも十分期待できる。また、補償額の説明段階では、実際に補償額
算定に携わった機構職員を帯同し説明補助を行わせることによって相手方の十分な信頼
を得ることができる。こうした業務全般にわたっては厳格な守秘性が求められるものであ
り、国交省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行
させる必要がある。機構は補償業務に精通した各分野の学識経験者と常に連携できる体
制を有し、しかも首都圏、近畿圏など大都市圏における補償案件を手がけるために設立
された唯一の公益法人であることから、機構と随意契約するものとする。
会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（平
成１９年度から企画競争を実施
し、その後総合評価による一般
競争を検討）

公募手続を導入

3051 （財）国土技術研究センター
荒川上流部緊急河川敷道路運
用方針検討業務

今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年08月26日 19,635,000

本業務の遂行にあたっては、災害発生時の河川管理と関係機関との連携強化や支援な
どを考慮し、緊急河川敷道路を含む災害に備えた緊急用船着場、河川防災ステーション
などを運用するための基本方針の作成や提言ができる技術と経験を有していることが不
可欠である。
財団法人　国土技術研究センターは、河川、都市施設等の整備、利用、その他の管理に
関し、特に高度かつ総合的な建設技術を要する調査研究等を行うことを目的に設立さ
れ、これまでに洪水、地震、津波、高潮等の防災計画、防災体制の整備等に関する基準
類の作成・検討、あるいは災害復旧に関する技術的支援などに関する検討等、広範な防
災分野の調査・研究を行い、河川行政を熟知し、防災に関する十分な知識と経験を有し
ている。また、「木曽三川下流部地震防災検討業務」、「水防拠点整備方針検討業務」、
「総合的な津波防災計画検討」、「河川防災ステーション検討」、「防災バックアップセン
ター検討」など関係機関との連携を考慮した防災計画、防災施設の設計基本方針等に関
する業務を受託した実績を有している。
上記のことから、上記財団法人は、本業務を円滑かつ正確に遂行できる唯一の公益法人
である。よって、会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、上記
財団法人と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

3052 （財）日本気象協会
平成１７年度荒川上流気象情報
提供業務

今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年04月01日 6,447,000

　業務の遂行にあたっては、気象予報等を定時・臨時に正確・迅速・確実に通報するため
の予報技術と情報集配信技術に関する高度な専門知識と技術が必要である。　財団法
人日本気象協会は気象の利用方法の普及並びに指導を行うため、防災情報ニーズに対
する予報技術の研究開発を一貫して進め、気象に関する事業の発展を図り公益の福祉
に寄与することを目的に設立された唯一の気象関係公益法人である。　同協会は長年に
わたり気象の観測・予報及び調査研究に関わり観測技術から予報技術、及び豊富な気象
観測資料を蓄積しデータの解析技術に至る総合的な業務処理を行っており、予報技術と
情報集配信技術に関する高度な専門知識と技術を有する唯一の機関である。　よって、
会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定により随意契約をするも
のである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3053 （社）ダム・堰施設技術協会 ゲート設備合理化検討業務
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年11月01日 13,335,000

本業務は、ｹﾞｰﾄ設備建設と管理ｺｽﾄ縮減のため，新工法新技術の情報を収集し,その適
用性について評価検討するものであり、ゲート設備に係わる技術基準やその策定経緯に
精通する等多くの知識と高度な技術力が必要である。また本業務の実施にあたっては、
ゲート設備に関する広範な情報を必要とするが、これらのデータを体系的に保有し収集す
る必要がある。さらに、新工法や技術の評価にあたっては、特定の技術や企業からは異
なる公平かつ中立な立場での実施が必要不可欠である。上記の条件を満たすのは当該
財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続を導入

3054
（社）河川ポンプ施設技術協
会

大型排水機場合理化検討業務
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年11月01日 26,250,000

本業務は、大形排水機場の高流速化技術、遠隔化技術、有効活用等の高度化とコスト縮
減を検討するものであり、排水ポンプ設備や排水機場の技術基準や取扱要領に精通する
等幅広く、多くの知識と高度な技術力が必要である。また本業務の実施にあたっては、排
水機場に関する広範な情報を必要とし、これらのデータを体系的に保有し収集する必要
がある。さらにコスト縮減等の検討にあたっては、特定の技術や企業からは異なる公平か
つ中立な立場での実施が必要不可欠である。上記の条件を満たすのは当該財団以外に
ない。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続を導入
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3055 （社）関東建設弘済会 第一調節池等運転管理業務
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年04月01日 45,150,000

本業務は、治水、利水の目的で運用する荒川第一調節池に設置されているポンプ、ゲ－
ト、水質保全施設等の運転管理業務を行うものである。荒川第一調節池は、荒川上流ダ
ム群と連携しながら生活水の補給を行うなう機能である貯水池（彩湖）、並びに洪水調節
機能を兼ね備えた平地型ダムであり、数多くの施設を有している。本業務の履行にあたっ
ては、数多くの施設の設置目的や治水、利水時の運用、並びにその効果を充分に理解す
ることは勿論のこと、時々刻々と変化する荒川流域の流況や水質等に対して、迅速かつ
的確に情報を把握し、臨機の処置を適切かつ速やかに実施する必要がある。このため、
広域に渡る現地の状況等に精通していることは勿論のこと、行政上の豊富な知識と経験
を有することが必要不可欠である。上記法人は、「建設事業の円滑な推進に資し、もって
国土開発の発展に寄与すること」を目的として設立された法人であり、設立当初より各種
建設事業に関する業務を受託し、河川行政、河川管理及びダム管理業務に関する経験も
豊富である。特に治水、利水施設の運用、管理について多くの実績を持つ上に、本業務
に携わる者に対して施設の操作、管理等の教育を実施するなど豊富な知識と経験を有し
ている唯一の法人である。よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
の規定に基づき上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3056 （社）関東建設弘済会 厚生福祉業務
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年04月01日 3,255,000

本業務は、荒川上流河川事務所の独身者の寮である「荒川寮」の共用部分の清掃及び
寮生の朝食、夕食の賄いを行うものである。　本業務の履行にあたっては、建物の構造、
機械設備等の事情を熟知しているとともに、ゴミ問題、防犯対策等の面で地域住民、自治
会等との関係から信頼性を有することが不可欠である。また、人事異動に伴う入退去にあ
たり、職員寮内の秩序を保持する役割を担う必要がある。　さらに、寮の管理を行うにあ
たっては、居住する職員のプライバシーや職員が従事する業務内容に触れる機会も多く、
秩序保持に細心の注意を払う必要がある。　上記法人は、福利厚生に関する事業を行う
ことを目的の一つとしている団体であり、また、設立当初から職員寮の管理、厚生福祉に
関する業務を一環して実施している機関である。以上のように、本業務を遂行するため必
要な信頼と実績を有しかつ、きめ細やかな対応の出来る体制とノウハウを備えている唯
一の法人である。よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定
に基づき上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3057 （社）関東建設弘済会 荒川上流河川巡視業務
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年04月01日 49,507,500

本業務の実施においては、行政的見地、情報等の取り扱いなどきわめて高い公共性を求
められる。また巡視途上において日々沿川住民等との接触がありその対応は中立公平で
なければならない。このため河川法や建設行政等に関する知識と豊かな河川管理の経験
を有することが必要不可欠である。上記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国
土保全開発の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であり、本業務の所期の
目的達成のため河川巡視員研修の実施や河川巡視の心得の作成等を行って、河川巡視
の技術向上に努め、河川管理に関する高度な知識を持った技術者を多数有している。本
業務の履行にあたっては、このような河川行政の経験と河川技術の知見ある同法人をお
いてない。よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき
上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3058 （社）関東建設弘済会
河川管理施設等の状況把握業
務

今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年04月01日 5,250,000

本業務は、出水時及び地震発生時等において、河川管理施設等の点検を行い、河川管
理施設等の異常の有無、河川周辺の被害状況及び災害の初期情報等を把握する業務で
ある。本業務の実施においては、迅速かつ的確に情況を把握する必要があること、また、
被災内容によっては国民に重大な影響を与えることも想定されることから、行政的見地、
情報の取り扱い等極めて高い公共性が求められる。このため、豊富な河川管理の経験を
有するとともに、洪水時や地震時における河川管理施設等の点検と水防活動等の情況
把握の実務経験を有することが必要不可欠である。上記法人は、建設事業の円滑な推進
に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であり、情況
把握を的確に行うため現地における実施訓練を行っている。また、同法人は防災エキス
パートを組織し、訓練を実施するなど河川情況把握に関する高度な知識を持った技術者
を多数有している。本業務の履行にあたっては、このような河川管理の経験と河川技術の
知見が必須であり、当該業務を遂行できる者は同法人をおいて他にはない。よって、会計
法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、社団法人関東建設弘済
会と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3059 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７荒川上流管内現場技術業
務

今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年04月01日 106,050,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通
じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は
法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この
業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入
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3060 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７荒川上流河川事務所積算
補助業務委託

今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2006年02月07日 8,443,627

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3061 （社）関東建設弘済会
入間川・越辺川等補償説明等業
務

今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年04月15日 43,575,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補
助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高
い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠
なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）
で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場
はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保でき
る公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3062 （独）水資源機構
秋ヶ瀬取水堰及び朝霞水路管理
費

今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年04月01日 110,047,000

河川の維持管理のために、水資源機構が保有し管理する施設を使用することや同施設と
一体に併設する河川施設の維持管理を行うために負担する費用である。契約相手は施
設を保有管理する水資源機構しかない。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3063 （独）水資源機構
平成１７年度浦山ダム水環境改
善事業

今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年04月01日 611,400,000
委託契約による

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

3064 国土環境（株）
平成１７年度荒川貯水池水質保
全対策検討業務

今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年06月17日 39,375,000

　本業務を遂行するにあたっては、貯水池という閉鎖水域での底泥状況の的確な把握、
底泥が水質に及ぼす影響の定量的な把握、治水面・利水面・環境面への影響及び費用
対効果等を考慮した水質保全対策の検討を行うなど、高度な知識や経験が必要不可欠
である。　過年度において「荒川貯水池における底泥の現状把握調査・影響把握手法」
「今後の調査手順・対策検討手順・検討内容」について技術提案を求めた標準プロポーザ
ル方式により、選定手続きを行い、上記業者と請負契約を締結し、良好な成果が得られ
たところである。　本業務は、過年度検討結果を踏まえ、引き続き調査・検討を行うもので
あることから、過年度に特定された受託者が継続して履行する必要があり、かつ、前業務
からの継続的な視点が必要不可欠である。　よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第
１０２条第４項３）により上記業者と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

3065 東京電力（株） ４月分電気料
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年05月09日 5,813,950

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3066 東京電力（株） ４－５月分電気料
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年05月24日 1,884,301

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3067 東京電力（株） ５月分電気料
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年06月03日 6,238,000

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3068 東京電力（株） ５－６月分電気料
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年06月27日 1,552,242

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3069 東京電力（株） ６月分電気料
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年07月05日 5,806,531

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3070 東京電力（株） ７月分電気料
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年07月25日 1,650,868

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3071 東京電力（株） ７月分電気料
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年08月08日 6,556,909

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3072 東京電力（株） ７－８月分電気料
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年08月23日 2,113,773

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3073 東京電力（株） ８月分電気料
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年09月05日 6,278,658

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3074 東京電力（株） ８月分電気料
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年09月16日 1,954,839

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3075 東京電力（株） ９月分電気料
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年10月07日 6,727,240

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3076 東京電力（株） ９－１０月分電気料
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年10月24日 2,403,368

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3077 東京電力（株） １０月分電気料
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年11月07日 5,574,313

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3078 東京電力（株） １０月分電気料
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年11月21日 1,843,954

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3079 東京電力（株） １１月分電気料
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年12月05日 5,470,464

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3080 東京電力（株） １１－１２月分電気料
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2005年12月20日 1,922,762

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3081 東京電力（株） １２月分電気料
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2006年01月10日 6,115,331

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3082 東京電力（株） １２－１月分電気料
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2006年01月23日 1,894,656

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3083 東京電力（株） １月分電気料
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2006年02月07日 5,638,630

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3084 東京電力（株） １－２月分電気料
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2006年02月13日 1,084,622

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3085 東京電力（株） １月分電気料
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2006年02月20日 1,807,244

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3086 東京電力（株） ２月分電気料
今村能之　荒川上流河川事務所　埼玉
県川越市新宿３－１２

2006年03月07日 8,146,515

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3087 （財）海洋架橋・橋梁調査会 鴨川大橋施工検討業務委託
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年10月14日 20,685,000

本業務の遂行にあたっては、道路橋の補修・補強等に関する総合的かつ高度な知識と豊
富な経験を有しているとともに、供用中の道路や河川条件をふまえた対策工法の立案を
行うことから、技術的見地に加えて行政的判断に係わる知見も必要であり、公平中立の
立場からの検討が求められる。財団法人海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋
梁に関する技術、経済、環境その他の問題についての調査研究、知識の普及等を行い、
橋梁事業の円滑な発展を図ることによって国民経済の発達と国民生活の向上に寄与する
ことを目的とした財団で、道路橋に係わる高度な技術と豊富な経験を有する公益法人で
あり、本業務に必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。(会計法第２９条の３第
４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

問題があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3088 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度管内橋梁検査他業
務委託

後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年07月14日 23,100,000

本業務の遂行にあたっては、道路橋の調査、設計、施工、点検手法・検査技術、補修・補
強方法等、橋梁に関する総合的かつ高度な知識と豊富な経験を有していることが必要で
ある。また、検査に際しては、補修等の時期を判定することから、橋梁に関する技術的知
見に加えて行政的知見も必要であり、公平中立の立場の者が行う必要がある。　(財)海
洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境その他の問題
についての調査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることによって
国民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを目的とした財団である。さらに昨年
度は「管内橋梁検査他業務」に携わるなど道路橋に係わる調査・管理業務の高度な知
識・技術・情報と豊富な経験を有する唯一の公益法人である。(会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

問題があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
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（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3089 （財）国土技術研究センター
道の駅「庄和」における車載器へ
の情報提供検討業務

後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年04月25日 11,550,000

本業務の実施にあたっては、「道の駅」を拠点とした地域ＩＴＳサービスを効果的に推進し、
ベストプラクティス資料を取りまとめたうえ、次世代道路システムの積極的なＰＲを実施す
る必要がある。そのため、これまでの地域ＩＴＳの導入状況やその効果、また地域のＩＴＳ担
当者への情報提供のあり方などについて豊富な知見を有している必要がある。　　財団
法人国土技術研究センターは、平成１１年度より「ＩＴＳアプリケーション開発担当者会議」
の事務局を務めるとともに、「地域ＩＴＳ効果事例集」、「ＩＴ関連参考図書集（案）」、「地域ＩＴ
Ｓ導入評価のための効果計測マニュアル（案）」等を地域のＩＴＳの担当者への参考資料と
して数多く作成し、地域のＩＴＳ担当者への情報提供を行っている。また、このような参考資
料の作成や「ＩＴＳアプリケーション開発担当者会議」等を通して、地域のＩＴＳの導入状況
やその効果について精通しているとともに、平成１３年度の「ＩＴＳの地域展開の推進に関
する検討業務」や「施策評価実施のためのＩＴＳ導入効果における調査検討業務」、また平
成１４年度の「地域におけるＩＴＳ導入のための事例収集及び支援方策等調査検討業務」
などを通じて豊富な知見を有しているため。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

3090 （財）国土技術研究センター
平成１７年度管内交通円滑化検
討業務委託

後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年07月08日 67,725,000

本業務の遂行にあたっては、道路施策に関する広範かつ専門的な知識と豊富な経験を
有するとともに、地球温暖化防止や自動車交通に起因する大気汚染を解決するため施策
に熟知している必要がある。　(財)国土技術研究センターは、道路等の整備、利用、保全
その他の管理に関し、特に高度かつ総合的な建設技術を要する調査研究などを行ってい
る公益法人であり、平成１６年度には「埼玉県内道路整備計画検討業務委託」において埼
玉県における道路整備計画の立案に関する調査検討を行うなど、道路施策に関する広範
かつ専門的な知識と豊富な経験を有している。また、国土交通省大臣官房において「国
土管理における環境施策立案に向けた基礎的検討業務（H15年度）」や国土技術政策総
合研究所において「社会資本整備のマネジメントサイクルにおける環境配慮に関する基
礎調査業務（H13年度～H16年度）」に携わるなど、地球温暖化防止や自動車交通に起因
する大気汚染の解決するための施策における広範かつ専門的な知識と豊富な経験を有
している。　上記より、(財)国土技術研究センターは、道路交通分野、大気・地球環境分野
の双方について専門的な知識と豊富な経験を有していることから、本業務を遂行するに
必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。(会計法第２９条の３第４項、予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

3091 （財）駐車場整備推進機構
平成１７年度管内交通需要マネ
ジメント検討業務委託

後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年04月28日 32,445,000

本業務を遂行するにあたり、パーク＆ライドに関する高度な知識と豊富な経験を有してい
るとともに、過年度におけるパーク＆ライド導入の検討内容や、学識経験者等で構成され
る「首都圏パーク＆ライド検討委員会」における審議内容等について、詳細に熟知してい
ることが必要である。　財団法人駐車場整備推進機構は、「駐車場整備に関する調査研
究、道路等の公共空間等を活用した駐車場及び住宅地域等における駐車場の整備に対
する幅広い支援等を行うことにより、駐車場整備の一層の推進に貢献し、もって道路の安
全かつ円滑な交通の確保、都市機能の向上、良好な市街地形成を図り、豊かでゆとりあ
る国民生活の実現に寄与する」ことを目的として設立された財団法人であり、これまでに
も、関東地方整備局管内において、「Ｈ１３藤沢社会実験調査検討業務（平成１３年度）」
に携わり、パーク＆ライド社会実験を実施するなど、パーク＆ライドに関する高度な知識と
豊富な経験を有している。　また、平成１１年度より継続的に「首都圏パーク＆ライド検討
業務」に携わっており、過年度における埼玉高速鉄道浦和美園駅でのパーク＆ライド施策
導入の検討内容や、学識経験者等から構成される委員会での審議内容等について詳細
に熟知していることから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関
であるため。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

一般競争等に移行するための準
備に時間を要するもの（18年度
以降企画競争に移行すべく準備
を進める）

公募手続きを検討

3092 （財）道路環境研究所
平成１７年度圏央道環境保全対
策検討業務委託

後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年04月01日 24,675,000

本業務の遂行にあたっては、道路事業に関する自然環境保全対策技術手法に精通する
とともに国内、海外における野生動物保全対策事例について広範な知識、行政的な総合
的視点を備えていることが不可欠である。また、猛禽類（オオタカ等）を対象として、道路
建設がオオタカ等の生息に与える影響を把握する手法、効果的な保護方策の事例が少
なく、多様な情報収集と適切な分析能力が必要であり、極めて特殊な業務である。　財団
法人道路環境研究所は、「財団法人　道路環境研究所　寄付行為」第４条（事業）に定め
る（１）地球環境及び自然環境と調和し、生活環境と両立する道路環境の確立並びにそれ
に関連する交通に関する調査・研究、（５）文献、資料、報告書等の紹介及び刊行、（６）研
究会、講演会等の開催を総合的に行っており、道路環境に関するさまざまな調査、研究
の実績から専門的な知識を蓄積しているとともに、学識経験者等を交えた委員会等の運
営について数多くの実績を有している。　以上のことから、本業務を遂行する上で十分な
能力を有する契約相手は、財団法人道路環境研究所をおいて他になく、同財団は本業務
を実施し得る唯一の契約相手であるため。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）
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3093 （財）道路空間高度化機構
平成１７年度管内沿道整備検討
業務委託

後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年12月21日 7,875,000

本業務の遂行にあたっては、道路とその沿道の土地利用計画等との一体的整備や、道
路空間の高度利用に関する高度な知識と豊富な経験を有しているとともに、中立・公平な
立場で関係機関等との調整内容について、詳細に熟知していることが必要である。（財）
道路空間高度化機構は、道路空間の有効かつ高度な利用を図るための事業を推進する
ため、道路空間高度化事業に関する調査研究などを行う事により、道路の整備及びこれ
と併せた良好な市街地形成並びに安全・円滑な交通の確保を図るとともに、活力ある地
域社会の創生等に貢献し、もって国民生活の向上に寄与することを目的として設立された
財団法人である。また、道路とその沿道の土地利用計画等との一体的整備に関する検討
内容や、関係機関等との調整内容・経緯等について詳細に熟知すると共に、道路空間の
高度利用に関する高等な知識と豊富な経験を有していることから、本業務を遂行するに
必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。(会計法第２９条の３第４項、予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3094 （財）道路新産業開発機構
平成１７年度埼玉県広域情報
ネット構築業務

後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2006年01月10日 18,480,000

本業務の実施にあたっては、過年度における「埼玉地区情報ネット実施計画」等に関する
検討内容や関係機関等で構成される「埼玉県広域情報ネット推進部会」等での審議内容
等について詳細に熟知し、「関東広域情報ネット構想」を踏まえた地域情報ネットワーク及
びＩＴＳ技術に関する高度な専門知識と豊富な経験を有している必要がある。（財）道路新
産業開発機構は、道路に関連する新しい産業分野について調査研究を行うとともに、そ
の開発プログラムを策定すること等により、道路機能の健全な発展と道路整備の充実に
貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的として設立された
公益法人である。また、道路分野におけるＩＴＳ技術等の広報手法の検討、ＩＴＳ技術等に
関する国民の意見聴取・取りまとめを行うなどＩＴ及びＩＴＳ技術に関する高度な知識と豊富
な経験を有している。さらに、「埼玉地区情報ネット推進部会」の事務局を勤めていること
から本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。(会計法第２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3095 （財）道路新産業開発機構
平成１７年度ＥＴＣ専用出入口運
用評価検討業務委託

後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年04月01日 93,082,500

本業務の遂行にあたっては、ＩＴＳ技術について高度な知識と豊富な経験、ＥＴＣ機器に関
する技術的内容、スマートＩＣの考え方や運用方法などの幅広い知識、社会実験の運営お
よび評価に精通していることが必要である。　(財)道路新産業開発機構は、道路に関連す
る新しい産業分野についての調査研究を行うとともにその開発プログラムを策定すること
等により、道路機能の健全な発展と道路整備の拡充に貢献し、もって国民経済の発展と
国民生活の向上に寄与することを目的として設立され、平成１１年４月には「ＥＴＣ運用検
討会」を開催し、ＥＴＣの導入支援を実施して以来、今日まで継続してＥＴＣ関連の調査研
究を実施している。　また、平成１３年度には自主研究として「スマートウェイパートナー会
議　次世代インフラ検討部会　スマートＩＣ検討ＷＧ」を実施し、スマートＩＣに関する知見を
蓄積してきており、平成１６年度においては「駒寄ＰＡスマートＩＣ社会実験調査検討業務
（高崎河川国道）」、「佐久平ＰＡスマートＩＣ社会実験調査検討業務（長野国道）」など、ＩＴＳ
技術およびスマートＩＣを活用した社会実験の運営および評価を多数実施しており、高度
な知識と豊富な経験を有している。　これらにより、ＥＴＣの活用に関して中心的役割を負
う公正な立場での行政的な知見を有しているとともに、「平成１６年度ＥＴＣ専用出入口運
用評価検討業務委託」において三芳ＰＡでのスマートＩＣ社会実験に向けたＥＴＣ専用出入
口の運営方法および評価手法を検討しており、本業務の趣旨を理解し、その効果が も
期待され、かつ的確に実施できることから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一
の契約対象機関であるため。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

その他のもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

3096 （財）道路保全技術センター Ｈ１７道路施設管理支援業務
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年12月16日 8,715,000

本業務は、関東地方整備局管内で運用している道路管理データベース（ＭＩＣＨＩ）へ 新
情報を提供するため、大宮国道事務所管内において完成した道路施設について、その基
本データ作成の支援を行うものである。本業務の遂行にあたっては、道路施設管理に関
する高度な知識と豊富な経験を有しているとともに、ＭＩＣＨＩのシステム構成・管理運用方
法等について詳細に熟知してなければならない。財団法人道路保全技術センターは道路
保全の技術に関する調査研究、技術開発、システム開発整備、技術指導、情報の収集整
理及び提供を行うことにより、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交
通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的として設立された公
益法人である。これまでにも関東地方整備局管内において、道路施設情報のＭＩＣＨＩへの
初期整備を実施しているほか、道路施設の点検等に関する各種マニュアルの整備の検
討を実施するなど、道路施設管理に関する高度な知識と豊富な経験を有しているととも
に、ＭＩＣＨＩに係る電子情報技術者を保有している。また、ＭＩＣＨＩの基幹システム及び
データ入力、更新システムを唯一保有しており、本業務の遂行に必要な要件を備えた契
約対象機関である。

18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わな
いもの

－



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）
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緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3097 （財）道路保全技術センター
平成１７年度舗装修繕事業計画
検討他業務委託

後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年12月01日 11,550,000

業務の遂行にあたっては、現況の舗装及び沿道環境の状態を把握するための客観デー
タの収集・整理を行うとともに、ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）を考慮した計画的かつ効率的
な維持・修繕計画を立案するための高度な知識と経験が必要となる。財団法人道路保全
技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関する事業を行い、効率
的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民
生活の向上に寄与することを目的として設立された財団法人であり、国道から地方道まで
の膨大な道路舗装の性能を迅速・的確に把握し、さらに効率的な維持管理を目指し、新
たな技術開発を展開する舗装のマネジメント技術に関する研究を行っている他、道路構
造物の管理について、 小のコストで 大の効果をあげる効率的な管理を実現するた
め、道路アセットマネジメントに関する各種研究を行っている。このうち道路アセットマネジ
メントシステムの検討としては、平成１３年度より自主研究で道路アセットマネジメントのプ
ロトタイプシステムの開発を開始し、全国１１の国道事務所の舗装管理データ等を用いた
試行結果をもとに、道路管理者と道路利用者の両視点を考慮したライフサイクルコスト（Ｌ
ＣＣ）の分析手法及び管理目標値の検討を実施するなど、舗装のアセットマネジメントに関
する高度な知識と豊富な経験を有している。また、舗装の効率的、計画的な維持管理を
実現するために、ひび割れ・わだち掘れ・平坦性等の路面性状調査データを蓄積し、舗装
の供用性についての評価と予測を行うための舗装管理支援システムの開発・整備及び提
供を行っており、現況の舗装及び沿道状況等の客観データに熟知していることから、本業
務の遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。(会計法第２９条の３第４項、
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3098 （財）道路保全技術センター
大宮国道管内路面下空洞調査
業務

後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年12月05日 43,050,000

本業務の遂行にあたっては、調査収集したデータをこれまで蓄積されたデータ情報を基に
総合的に解析し、路面下空洞の特定を行うという極めて高度な技術と経験を必要とし、更
に探査機器等を用いた調査・解析手法等の専門的な技術及び知識が必要不可欠であ
る。財団法人道路保全技術センターは、「道路保全の技術に関する調査研究及び開発」、
「道路保全に関するシステムの開発整備」を業務とし、路面下空洞探査システムの開発に
携わっており、当該業務に不可欠な車両及び機器を用いた実用的、効率的な調査・解析
手法の確立とその運用基準の整備を行うなど道路保全技術に関する先進的な知識及び
経験を有している。また、空洞柱状図の写真撮影について特許を取得し、分析・診断等の
技術を有しており、本業務を遂行するに必要な高度な技術と経験を有する唯一の契約対
象機関である。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3099 （財）日本気象協会 Ｈ１７気象情報提供業務
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年04月01日 479,010

本業務の実施にあたっては、安全な道路管理体制の確立を迅速に行うため、刻々と変化
する気象情報等の速報性、確実性が重要な要素となり、気象の観測技術から予報技術、
及び情報伝達のためデータ処理技術・携帯端末等への情報提供に至る総合的な技術を
有する、極めて専門的な知識と経験が求められる業務である。財団法人日本気象協会は
「財団法人　日本気象協会寄付行為」第４条（事業）に定める（２）各種気象通報の伝達並
びに予報の利用についての相談、（３）気象に関する観測、予報、調査及び研究並びにそ
の受託を業務とし、昭和２５年の協会設立以来、気象関係に精通している。以上のことか
ら、本業務を実施するうえで十分な能力と気象情報提供を実施する契約相手は、財団法
人日本気象協会が も適しており、財団法人日本気象協会に随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの
(18年度以降、一般競
争に移行)

3100 （社）関東建設弘済会 平成１７年度庁務関係業務委託
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年04月01日 4,935,000

本業務の遂行に当たっては、職員の健康管理に配慮するとともに、職員とのコミュニケー
ションは基よりプライバシーに触れる機会も多く、また、国の施設であり、当事務所から離
れている場所に設置していることから近隣住民、来客者に対する対応も国の職員と同等
に行わなければならない。　　上記法人は、建設事業の円滑な推進を図ることにより、地
域社会及び国土の健全な発展に寄与することを目的として設立された団体であり、福利
厚生に関する事業を行うことを目的の一つとしている。　　また、上記法人は、昭和４０年
代の当初から当該業務に携わっており、職員の健康管理、応客対応に関する教育・研修
に務めこの業務の目的と意義を十分理解している。　　以上のように、本業務を遂行する
ために必要な実績と信頼を有し、きめ細かな対応のとれる体制を備えている唯一の法人
であるため。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3101 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７道路管理技術補助業務委
託

後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年04月01日 47,145,000

本業務の遂行にあたっては、道路法等道路に関する行政知識、管内の道路状況、許認
可事務の受付・審査、関係機関との対応等道路管理に精通した者でなければならない。
社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与す
ることを目的として設立され、建設事業に関する業務を受託すること等の事業を実施する
ことが定款で定められている。これまでも、豊富な経験と実績を有し、極めて高い信頼性
を有している。また、業務内容に精通していることから、本業務を遂行するに必要な要件
を備えた契約対象機関であるため。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3102 （社）関東建設弘済会 契約関係等窓口対応業務
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年04月01日 4,620,000

本業務の遂行にあたっては、関東地方整備局の文書管理及びその取扱に熟知している
こと、また窓口業務を行ううえで広く行政的視野に立った対応ができることが必要である。
さらにこの情報には、公表前における指名業者に対する通知書の発送や資料交付、又は
入札・契約関係の文書整理など、関東地方整備局に登録された有資格業者に関する情
報並びに契約関係情報が含まれており、これらの情報についての機密の保持が確保でき
ることが必要である。　よって、国土交通行政に精通した人材を有すること、かつ、過去の
業務実績及び業務遂行の誠実性を勘案する必要がある。　　上記法人は、建設事業の円
滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であり、
本業務実施に必要な行政事務に関する豊富な経験と専門知識を有する優れた職員を多
数擁しており、また、過去においても同様な業務を多数実施しており、本業務の目的の達
成において、万全をきすることができる法人であるため。(会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3103 （社）関東建設弘済会 道路情報連絡業務
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年04月01日 12,600,000

本業務の履行にあたっては、個人情報の秘密保持を要する場合があり、極めて高い信頼
性が必要である。また、当該業務の目的、内容、道路に関する知識等に精通していること
が必要不可欠である。　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、国
土開発の発展に寄与することを目的とし、建設事業に関する業務を受託すること等を事
業としており、これまでも当該業務の受託を行ってきており、豊富な経験と実績、極めて高
い信頼性を有し、また、業務内容に精通していると判断出来るものであり、唯一の契約対
象であるため。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3104 （社）関東建設弘済会 道路交通情報システム運用業務
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年04月01日 27,300,000

本業務の履行にあたっては、提供する情報が正確であることが要求され、埼玉県交通管
制センターや道路交通情報センターに交通情報や道路状況の確認をとる必要があり、こ
れらの機関の職員との信頼関係が必要とされる。また、当該業務の目的、内容、機器に
関する知識等に精通していることが必要不可欠である。　社団法人関東建設弘済会は、
建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与することを目的とし、建設事業に
関する業務を受託すること等を事業とし、これまでも当該業務の受託を行ってきており、豊
富な経験と実績、極めて高い信頼性を有し、また、業務内容に精通していると判断出来る
ものであり、唯一の契約対象であるため。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3105 （社）関東建設弘済会 機械施工調査技術業務委託
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年07月14日 17,850,000

本業務の履行にあたっては、建設事業に関する広範囲な知識と技術力及び豊富な経験
が必要であるとともに、公共事業の公正な執行と信頼性確保の観点から、業務上知り得
た情報の守秘、業務上接触のある工事関係者等に対する中立・公平性及び信頼性の確
保が必要である。上記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与
することを目的として建設事業に関する業務を受託する等を事業としており、本業務の目
的を達成するための公益性と経験豊富な技術者を多数有しているとともに、実績が多く信
頼性が高いことから本業務を遂行できる唯一の契約対象機関である。(会計法第２９条の
３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3106 （社）関東建設弘済会
大宮国道事務所積算補助業務
委託（第１四半期）

後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年07月22日 87,486,367

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3107 （社）関東建設弘済会 圏央道等相談業務委託
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年04月01日 13,860,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補
助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高
い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠
なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）
で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場
はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保でき
る公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3108 （社）関東建設弘済会 協定他資料整理業務委託
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年04月01日 27,615,000

本業務を遂行するためには、公益施設管理者との協定締結のための補助業務という極
めて特殊な経験を有し、これまでの協定締結に関する経緯や内容等について、熟知して
いることが必要である。また、工事発注に係わる技術資料等を取り扱うことから、秘密保
持を要する業務である。　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、
もって国土開発の発展に寄与することを目的とし、「社団法人関東建設弘済会　定款」第
４条に定める３）建設事業に関する業務の受託等を事業として行っており、公益施設管理
者との協定締結のための補助業務という極めて特殊な経験を有している。また、平成１４
年度から平成１６年度においても、協定締結に関する補助業務に携わっており、豊富な経
験と実績を有し、極めて高い信頼性を有し秘密保持が可能であることから、本業務を遂行
する上で必要な要件を備えた契約対象であるため。(会計法第２９条の３第４項、予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
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随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3109 （社）関東建設弘済会
大宮国道管内現場技術業務委
託

後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年04月01日 153,825,000

本業務の履行にあたっては、現場の状況に精通し監督業務等の基準を熟知している必要
がある。また、業務の性質上秘密保持が図られることが必要である。　上記法人は唯一
監督業務等について内部教育、研修等を実施し本業務に必要な知識豊富な人材を多数
有しているとともに、秘密保持についても信用がある。　また、上記社団法人は、建設事
業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与することを目的とし、建設事業に関する
業務を受託すること等を事業としている。これまでも当該業務の受託をおこなってきてお
り、豊富な経験と実績を有し、極めて高い信頼性を有し業務内容に精通していると判断で
きるものであり、唯一の契約対象機関であるため。(会計法第２９条の３第４項、予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3110 （社）関東建設弘済会 交通安全施設等技術業務
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年04月01日 24,675,000

本業務の遂行に当たっては、関係機関との対応や関係資料の整理、作成を行うものであ
り、その遂行過程において秘密保持を要する業務であり、極めて高い信頼性が必要であ
る。また、業務の目的、内容と資料内容に精通している必要がある。　社団法人関東建設
弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目的
とし、建設事業に関する業務を受託すること等を事業とし、これまでも当該業務の受託を
行ってきており、豊富な経験と実績を有し、極めて高い信頼性を有し、また、業務内容に
精通していると判断できるものであり、唯一の契約対象であるため。(会計法第２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3111 （社）関東建設弘済会
平成１７年度計画調査資料作成
業務委託

後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年04月01日 24,675,000

本業務の遂行にあたっては、行政内部での判断に資する資料の作成業務であり関係行
政機関及び地元等との協議内容などを取り扱う事から、資料作成にあたっては行政的判
断についての高度な知識と経験が必要不可欠である。また業務の性格上、秘密保持を要
する業務である。　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、国土開
発の発展に寄与することを目的とし、建設事業に関する業務を受託すること等を事業と
し、これまでも当該業務の受託を行っており、豊富な経験と実績を有し、極めて高い信頼
性を有し、また、業務内容に精通していると判断できるものであり、また、中立性、公平性
の確保と秘密保持が可能であり、唯一の契約対象機関であるため。(会計法第２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3112 （社）関東建設弘済会 電気通信施設技術業務
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年04月01日 12,600,000

本業務の遂行に当たっては、関係機関との対応や関係資料の整理、作成を行うものであ
り、その遂行過程において秘密保持を要する業務であり、極めて高い信頼性が必要であ
る。また、業務の目的、内容と資料内容に精通している必要がある。　社団法人関東建設
弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目的
とし、建設事業に関する業務を受託すること等を事業とし、これまでも当該業務の受託を
行ってきており、豊富な経験、実績及び極めて高い信頼性を有し、また、業務内容に精通
していると判断できるものであり、これに必要な人員を確保している唯一の契約対象であ
るため。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3113 （社）国際建設技術協会
平成１７年度幹線道路の整備手
法に関する事例調査業務委託

後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年12月19日 32,760,000

本業務の遂行にあたっては、道路行政に関する幅広い調査分析業務の経験、海外の道
路行政に関する知見を有するとともに、海外の公的機関からの情報収集能力を有してい
ることが必要である。（社）国際建設技術協会は海外における国土開発に対して協力する
ことを目的として設立された法人であり、建設技術に関する内外資料及び情報の収集及
び交換や、内外関係機関との調整等を実施している。また、約５０年に渡る海外業務の実
績と相俟って、海外の公的機関との信頼関係が厚く、幅広く建設分野の情報ネットワーク
を有している。さらに、海外の道路行政、政策、契約制度等調査において、欧州や北京に
事務所を持ち 新動向に十分な知識と経験を有している事から、本業務の遂行に必要な
要件を備えた唯一の契約対象機関である。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

その他のもの
平成17年度限りと聞いていると
のこと

3114 東京電力（株） ４月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年05月09日 5,464,738

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3115 東京電力（株） ４月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年05月16日 5,768,999

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3116 東京電力（株） ５月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年05月30日 2,719,971

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3117 東京電力（株） ５月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年06月06日 5,927,716

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3118 東京電力（株） ５月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年06月13日 3,727,552

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3119 東京電力（株） ６月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年06月27日 1,571,006

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3120 東京電力（株） ６月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年06月30日 4,375,562

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3121 東京電力（株） ６月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年07月11日 5,778,082

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3122 東京電力（株） ７月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年07月25日 2,406,182

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3123 東京電力（株） ７月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年08月08日 4,654,870

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3124 東京電力（株） ７月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年08月10日 5,380,213

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3125 東京電力（株） ８月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年08月29日 2,049,760

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3126 東京電力（株） ８月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年09月02日 3,995,501

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3127 東京電力（株） ８月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年09月12日 5,619,768

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3128 東京電力（株） ９月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年09月26日 1,917,747

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3129 東京電力（株） ９月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年10月03日 2,423,372

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3130 東京電力（株） ９月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年10月11日 6,683,579

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3131 東京電力（株） ９月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年10月14日 2,045,432

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3132 東京電力（株） １０月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年10月31日 2,572,733

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3133 東京電力（株） １０月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年11月10日 9,208,742

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3134 東京電力（株） １０月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年11月18日 1,070,070

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3135 東京電力（株） １１月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年11月28日 1,366,866

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3136 東京電力（株） １１月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年12月06日 3,180,451

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3137 東京電力（株） １０，１１月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年12月12日 4,215,128

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)



番号 所管公益法人等の名称
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3138 東京電力（株） １１月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年12月19日 3,848,788

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3139 東京電力（株） １２月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年12月26日 1,862,962

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3140 東京電力（株） １２月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2006年01月05日 3,983,767

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3141 東京電力（株） １２月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2006年01月10日 3,704,805

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3142 東京電力（株） １２月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2006年01月16日 3,878,964

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3143 東京電力（株） １月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2006年01月30日 2,526,199

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3144 東京電力（株） １月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2006年02月06日 11,968,223

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3145 東京電力（株） ２月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2006年02月27日 2,538,768

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3146 東京電力（株） ２月分電気料
後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2006年03月07日 10,473,717

光熱水料(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3147 東京電力（株）
埼玉１６号改築工事　物件移転
料

後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2005年11月22日 1,688,251

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3148 東京電力（株）
埼玉１７号改築工事に伴う物件
移転料

後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2006年02月27日 2,375,790

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3149 東京電力（株）
さいたま１７号改築工事に伴う物
件移転料

後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2006年02月27日 2,939,220

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3150 東京電力（株）
一般国道４号杉戸地区電線共同
溝連係管移設補償

後藤敏行　大宮国道事務所　さいたま市
北区吉野町１－４３５

2006年02月27日 16,624,932

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3151 （財）海洋架橋・橋梁調査会
Ｈ１７北首都国道事務所管内橋
梁検査業務

小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年10月12日 11,970,000

本業務の遂行にあたっては、道路橋の調査、設計、施工、点検手法・検査技術、補修・補
強方法等、橋梁に関する総合的かつ高度な知識と豊富な経験を有していることが必要で
ある。また、道路条件を踏まえた補修等の時期を判定することから、橋梁に関する技術的
知見に加えて行政的知見も必要であり、公平中立の立場の者が行う必要がある。（財）海
洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境その他の問題
についての調査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることによって
国民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを目的とした財団であり、道路橋に係
わる調査・管理業務の高度な知識・技術・情報と豊富な経験を有する公益法人であること
から、本業務を遂行する上で も適した契約対象機関である。よって、会計法第２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、（財）海洋架橋・橋梁調
査会と随意契約を締結するものである。

問題があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3152 （財）国土技術研究センター
平成１７年度　北首都国道管内
道路事業マネジメント検討業務

小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年11月11日 31,080,000

本業務の遂行にあたっては、道路事業の評価やアウトカム指標等の導入など新しい建設
技術や公共事業の必要性をわかりやすく説明するための高度な知識と経験を有している
とともに、国土交通省が進める「道路行政マネジメント」に関する幅広い知見が必要とされ
る。
財団法人国土技術研究センターは、国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査
研究を総合的かつ効果的に行うために、新しい建設技術に関する情報の収集、管理及び
提供を行い、建設技術に関する広報を実施して、建設技術の向上を図り、もって国民福祉
の向上に寄与することを目的として設立された財団法人である。また、「建設マネジメント
体系の研究」、「コミュニケーション型国土交通行政における行政広報手法に関する研究」
等の自主研究に取り組むなど、新しい道路行政マネジメントに関する高度な知識と豊富な
経験を有しているとともに、国土交通省道路局において実施している「道路計画に関する
新手法の研究」に参画しており、道路行政マネジメントに関する諸課題について熟知して
いることから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。よって、会
計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、（財）国
土技術研究センターと随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

3153 （財）道路環境研究所
平成１７年度　管内道路環境対
策に関する検討業務

小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年05月27日 24,990,000

（財）道路環境研究所は、地球環境及び自然環境と調和し、生活環境と両立する良好な
道路環境を確保するための諸方策を総合的、科学的に調査研究すること等により、道路
及び道路交通の健全な発展に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与
することを目的として設立された法人であり、これまでにも、動植物の生息・生育調査の手
法や汚染土壌の掘削時の影響等に関する検討を実施し、平成１２年に「道路環境影響評
価の技術手法」を発行するなど、道路環境に関する広範かつ高度な知識と豊富な経験を
有している。また、委員会の運営業務に携わっており、委員会での審議内容等について
詳細に熟知している。このため、本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関
である。よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の
規定により、（財）道路環境研究所と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3154 （財）道路空間高度化機構
平成１７年度　道路空間有効活
用検討業務

小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2006年01月19日 15,960,000

本業務の遂行にあたっては、道路空間の高度利用による沿道環境の改善策の検討に関
する高度の知識と豊富な経験を有しているとともに、道路空間の有効利用による各種交
通手段の連携に関する高度な知識と豊富な経験を有している必要がある。
　財団法人道路空間高度化機構は、「道路空間高度化事業に関する調査研究、技術の
開発等道路空間高度化事業の推進に資する事業を行うことにより、道路の整備及びこれ
と併せた良好な市街地形成並びに安全・円滑な交通の確保を図るとともに、活力ある地
域社会の創生等に貢献し、もって国民生活の向上に寄与する」ことを目的として設立され
た財団法人である。また、良好な沿道環境を創出するための道路と沿道の一体的整備、
鉄道駅等交通結節点の整備、歩行空間のバリアフリー化、道路を軸とした都市・地域の
活性化など、道路空間のより一層の高度化・有効利用を図るための調査研究を積極的に
推進しているとともに、幹線道路の沿道の整備に関する法律、道路法、都市計画法等の
解釈・運用に関して精通し、専門的な知識と豊富な経験を有していることから、本業務を
遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。よって、会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、（財）道路空間高度化機構と
随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3155 （財）道路保全技術センター Ｈ１７道路施設管理業務
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年10月12日 5,355,000

本業務の遂行にあたっては、道路施設管理に関する高度な知識と豊富な経験を有してい
るとともに、ＭＩＣＨＩシステム構成・管理運用方法等について詳細に熟知していなければな
らない。（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、技術開発、
システム開発整備、技術の指導、情報の収集整理及び提供を行うことにより、効率的か
つ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活
の向上に寄与することを目的として設立された公益法人である。これまでにも関東地方整
備局管内において、道路施設情報のＭＩＣＨＩへの初期整備を実施しているほか、道路施
設の点検等に関する各種マニュアルの整備の検討を実施するなど、道路施設に関する高
度な知識と豊富な経験を有しているとともに、ＭＩＣＨＩに係わる電子情報技術者を保有して
いる。また、ＭＩＣＨＩ基幹システム及びデータ入力、更新システムを唯一保有しており本業
務の遂行に必要な要件を備えた契約対象機関である。

18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わな
いもの

－

3156 （財）道路保全技術センター 災害点検マニュアル等作成業務
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2006年02月20日 12,600,000

団法人道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究及び開発、技術の
指導、情報の収集整理及び提供等を事業目的とし、道路防災点検要領ならびに対応マ
ニュアル（案）の作成や道路災害マニュアルの映像化、危険箇所の点検方法・対策工法
の検討、災害発生の予知に関する研究を行うとともに、道路防災管理技術に関する民間
開発技術の技術審査等に携わっており、道路防災ならびに行政面に精通した技術者を多
数有していることから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関で
ある。よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規
定により、（財）道路保全技術センターと随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3157 （財）日本気象協会
平成１７年度管内気象情報提供
業務

小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年04月01日 340,200

本業務の遂行にあたっては、気象観測技術、予報技術及びデ－タ処理技術に幅広い知
識と豊富な経験を有していることが必要が必要である。　財団法人日本気象協会は、「財
団法人日本気象協会寄付行為」第４条（事業）に定める（２）各種気象通報の伝達並びに
予報の利用についての相談、（３）気象に関する観測、予報、調査及び研究並びにその受
託を業務とし、昭和２５年の協会設立以来、気象観測技術、予報技術及び情報伝達等に
関する豊富な経験及び知識を有しており、本業務を遂行するうえで、必要な要件を備えた
契約対象機関である。よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号の規定により、財団法人日本気象協会と随意契約を行うものである。 見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

(18年度以降、一般競
争に移行)

3158 （社）関東建設弘済会 特殊車両許可申請業務委託
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年04月01日 14,175,000

社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に
寄与することを目的に設立され、建設事業に関する業務の受託を事業としている。同法人
は道路行政および道路技術等の豊富な知識や技術力を有しているだけでなく、国土交通
省の行う道路事業等について教育、研修を実施して技術力の向上に務めるとともに、多く
の技術者を確保しており、民間コンサルタントにはない知識と経験を有していると判断で
きるものである。このことから、秘密の保持はもとより中立性・公平性を確保した責任ある
業務を円滑に遂行できると判断でき、本業務に対する も適した契約対象である。よっ
て、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、
社団法人関東建設弘済会と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3159 （社）関東建設弘済会
平成１７年度道路情報連絡業務
委託

小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年04月01日 12,705,000

　業務にあたっては関係法令及び諸基準等に精通し、道路行政について理解していると
ともに、行政的判断についての高度な知識と経験が不可欠である。　社団法人関東建設
弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目的
に設立され、建設事業に関する業務の受託を業務としている。同法人は道路行政及び道
路技術等の豊富な知識や技術力を有しているだけではなく、国土交通省の行うが道路事
業等について教育、研修を実施して技術力の向上に努めるとともに、多くの技術者を確保
しており、民間コンサルタントには無い、知識と経験を有していると判断できるものである。
このことから、秘密の保持はもとより中立性・公平性を確保した責任ある業務を円滑に遂
行できると判断でき、本業務に対する も適した契約対象である。　よって、会計法第２９
条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、社団法人関東建
設弘済会と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3160 （社）関東建設弘済会
平成１７年度清掃及び賄業務委
託

小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年04月01日 2,415,000

本業務の遂行にあたっては、寮生の不在時における対応はもとより、治安上・安全管理上
等の配慮が必要とされ、また履行場所を考慮すると守秘義務についても配慮が必要であ
ることから、過去の実績及び信頼性・誠実性に優れた人材の確保が不可欠である。
（社）関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進や国土開発の発展に寄与することを目
的に設立され、建設事業に関する業務及び福利厚生に関する事業を行い、これまでも良
好な賄い及び管理業務を行ってきており、信頼性及び誠実性に優れた人材の確保が図ら
れていると判断できるものであり、 も適した契約対象である。よって、会計法第２９条の
３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、社団法人関東建設弘
済会と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3161 （社）関東建設弘済会
北首都国道事務所積算補助業
務委託（第３四半期）

小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2006年01月11日 11,753,700

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3162 （社）関東建設弘済会
平成１７年度圏央道用地補償説
明等業務

小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年04月01日 99,750,000

圏央道の用地買収については膨大な業務量が見込まれるが、緊急的かつ集中的な職員
配置は困難であることから、今回、公共事業及び用地補償業務全般に豊富な知識、経験
及び実績を有し、上記の補償説明の各段階に応じて職員を補助させる業務委託が必要と
なるものである。社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国
土開発の発展に寄与することを目的に設立され（定款第３条）、建設事業に関する業務の
受託を行っている（同第４条（３））。これまで、公共事業に伴う用地補償説明業務実績が
多く、用地補償業務全般に関する豊富な知識、経験及び実績があるもので、十分な処理
能力や信頼性に優れ、上記に係る本業務を迅速かつ確実に遂行できる唯一の法人であ
る。よって会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定によ
り、社団法人関東建設弘済会と随意契約をするものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3163 （社）関東建設弘済会
平成１７年度事業損失・費用負担
説明等業務

小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年04月01日 2,730,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補
助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高
い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠
なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）
で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場
はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保でき
る公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3164 （社）関東建設弘済会 現場技術業務委託
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年04月01日 120,225,000

当該法人は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目
的に設立され、建設事業に関する業務の受託を事業としている。
同法人は道路行政および道路技術等の豊富な知識や技術力を有しているだけでなく、国
土交通省の行う工事に係る施工の管理、監督、安全対策について教育・研修を実施し、
現場技術員の技術力の向上に務めるとともに、多くの技術者を確保しており、民間コンサ
ルタントにはない知識と経験を有していると判断できるものである。このことから、中立性・
公平　性を確保した責任ある業務を円滑に遂行できると判断でき、本業務に対する も適
した契約対象である。よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号の規定により、社団法人関東建設弘済会と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3165 （社）関東建設弘済会 道路改築等技術業務委託
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年04月01日 12,600,000

当該法人は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目
的に設立され、建設事業に関する業務の受託を事業としている。
同法人は道路行政および道路技術等の豊富な知識や技術力　を有しているだけでなく、
国土交通省の行う道路事業等について教育、研修を実施して技術力の向上に務めるとと
もに、多くの技術者を確保しており、民間コンサルタントにはない知識と経験を有している
と判断できるものである。このことから、秘密の保持はもとより中立性・公平性を確保した
責任あ　る業務を円滑に遂行できると判断でき、本業務に対する も適した契約対象であ
る。よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定
により、社団法人関東建設弘済会と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3166 （社）関東建設弘済会
戸田維持出張所管理技術業務
委託

小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年04月01日 15,750,000

当該法人は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目
的に設立され、建設事業に関する業務の受託を事業としている。同法人は道路行政およ
び道路技術等の豊富な知識や技術力を有しているだけでなく、国土交通省の行う道路事
業等について教育、研修を実施して技術力の向上に務めるとともに、多くの技術者を確保
しており、民間コンサルタントにはない知識と経験を有していると判断できるものである。こ
のことから、秘密の保持はもとより中立性・公平性を確保した責任ある業務を円滑に遂行
できると判断でき、本業務に対する も適した契約対象である。よって、会計法第２９条の
３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、社団法人関東建設弘
済会と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3167 （社）関東建設弘済会
平成１７年度道路管理等技術業
務委託

小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年04月01日 14,910,000

当該法人は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目
的に設立され、建設事業に関する業務の受託を事業としている。同法人は道路行政およ
び道路技術等の豊富な知識や技術力を有しているだけでなく、国土交通省の行う道路事
業等について教育、研修を実施して技術力の向上に務めるとともに、多くの技術者を確保
しており、民間コンサルタントにはない知識と経験を有していると判断できるものである。こ
のことから、秘密の保持はもとより中立性・公平性を確保した責任ある業務を円滑に遂行
できると判断でき、本業務に対する も適した契約対象である。よって、会計法第２９条の
３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、社団法人関東建設弘
済会と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3168 （社）関東建設弘済会 調査設計等技術業務委託
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年04月01日 37,275,000

本業務は、関係行政機関及び地元等との協議内容などを取り扱うことから、業務の性格
上、秘密保持に加え、中立性と公平性を求められる業務である。
当該法人は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目
的に設立され、建設事業に関する業務の受託を事業としている。同法人は道路行政およ
び道路技術等の豊富な知識や技術力を有しているだけでなく、国土交通省の行う道路事
業等について教育、研修を実施して技術力の向上に務めるとともに、多くの技術者を確保
しており、民間コンサルタントにはない知識と経験を有していると判断できるものである。こ
のことから、秘密の保持はもとより中立性・公平性を確保した責任ある業務を円滑に遂行
できると判断でき、本業務に対する も適した契約対象である。よって、会計法第２９条の
３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、社団法人関東建設弘
済会と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3169 東京電力（株） 電気料（４月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年04月25日 1,599,605

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3170 東京電力（株） 電気料（４月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年05月10日 6,423,633

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3171 東京電力（株） 電気料（５月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年05月25日 2,181,600

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3172 東京電力（株） 電気料（５月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年06月08日 6,064,235

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3173 東京電力（株） 電気料（６月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年06月21日 2,085,539

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3174 東京電力（株） 電気料（６月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年07月01日 5,301,776

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3175 東京電力（株） 電気料（７月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年07月20日 1,031,654

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3176 東京電力（株） 電気料（７月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年07月27日 1,279,970

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3177 東京電力（株） 電気料（７月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年08月02日 3,448,681

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3178 東京電力（株） 電気料（７月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年08月08日 2,445,766

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3179 東京電力（株） 電気料（８月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年08月24日 1,174,623

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3180 東京電力（株） 電気料（８月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年08月30日 1,238,076

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3181 東京電力（株） 電気料（８月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年09月05日 5,535,696

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3182 東京電力（株） 電気料（９月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年09月26日 2,652,530

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3183 東京電力（株） 電気料（９月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年10月03日 5,743,859

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3184 東京電力（株） 電気料（１０月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年10月26日 2,533,428

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3185 東京電力（株） 電気料（１０月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年11月07日 7,400,464

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3186 東京電力（株） 電気料（１１月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年11月28日 1,461,165

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3187 東京電力（株） 電気料（１１月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年12月05日 5,761,848

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3188 東京電力（株） 電気料（１１月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2005年12月12日 1,149,109

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3189 東京電力（株） 電気料（１２月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2006年01月04日 1,690,167

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3190 東京電力（株） 電気料（１２月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2006年01月06日 6,937,783

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3191 東京電力（株） 電気料（１月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2006年01月30日 2,859,542

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3192 東京電力（株） 電気料（１月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2006年02月06日 6,935,991

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3193 東京電力（株） 電気料（１月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2006年02月06日 1,414,288

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3194 東京電力（株） 電気料（２月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2006年02月28日 1,688,719

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3195 東京電力（株） 電気料（２月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2006年03月03日 4,201,200

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3196 東京電力（株） 電気料（２月分）
小口安雄　北首都国道事務所　埼玉県
草加市花栗３－２４－１５

2006年03月06日 2,380,961

光熱水料（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3197
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度　利根川下流域景
観検討業務

小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2006年01月17日 11,550,000

本業務は、利根川下流の良好な景観形成を図る計画を検討するものである。検討にあ
たっては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、河川景観形成に関わる全国
の施策のデータを保有し、そのデータから河川景観の技術指針としてのデータを保有して
いる必要があるが、そのようなデータを有しているのは当法人が唯一である。また、検討
にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満たすのは当該財
団以外にない。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3198 （財）河川環境管理財団 利根川下流水面利用検討業務
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年06月08日 19,950,000

本業務は、日々の河道管理のために必要な技術的なマニュアルを検討・作成するための
業務であり、判断の中立性・公平性が特に求められるものである。また、マニュアル作成
並びに検証のためには、当財団がこれまでの研究並びにモデル河川での実践の中で蓄
積してきた当財団が唯一所有する7０項目以上に及ぶ全国主要河川の「河道情報データ
ベース」が必要。さらに、本業務の実施に当たっては、水環境改善に関する豊富な知見、
高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専門の学識者、専
門家からの広範な情報収集能力を有することが必要。従って当該業務の遂行が可能なの
は唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（１９
年度以降企画競争を実施）

3199 （財）河川環境管理財団
利根川下流管内河川環境整備
方策検討業務

小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年09月28日 24,990,000

本業務の実施に当たっては、当財団がこれまでの研究並びにモデル河川での実践の中
で蓄積してきた当財団が唯一所有する7０項目以上に及ぶ全国主要河川の「河川環境管
理に関する河道情報データベース」を活用し、他河川の事例・課題解決事例を参考にしな
がら計画作りを実施することが必要。また、本業務の実施に当たっては、河道管理に関す
る豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専
門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平な検討が必要。従って当該
業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項予決令第１
０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3200 （財）河川情報センター 平成１７年度河川情報提供業務
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年04月01日 3,150,000

　財団法人河川情報センターは、河川情報について一元的に収集・提供している唯一の
機関である。よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、財
団法人河川情報センターと随意契約を結ぶものである。 その他のもの

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

3201 （財）河川情報センター
利根川下流資料館基本計画検
討業務

小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年05月26日 26,775,000

　本業務は、利根川下流資料館の基本計画検討を行うものである。当該財団は、河川資
料館の構想、計画、運営について、代替性のない特定の研究成果をとりまとめて、手引き
書を出版している。本業務はこの研究成果を用いるものである。また、河川資料館の運営
について、類を見ない豊富な経験と代替性のない特定の知識等を有し本業務を遂行出来
る唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3202 （財）先端建設技術センター
根木名川排水機場沈下対策検
討業務

小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年11月09日 10,710,000

　本業務の実施に当たっては、今回発生した不連続的な機場の沈下に対して、昨年度実
施した「根木名川排水機場技術検討業務」を基本とした、新たな追加検討を行うものであ
り、今後の沈下予測やポンプ再据付の評価検討を踏まえた対策工の実施に当たっては、
建設事業に係わる先端的な技術や高度な専門知識が必要不可欠である。
　財団法人先端建設技術センターは、建設事業に係わる先端的な技術に関する調査研
究、開発及び普及を図ることにより、国土基盤整備の推進を図り、もって国民生活の安定
と向上に資することを目的として設立され、これまでにも、「綾瀬川・芝川等浄化導水施設
の機能確認試験等に関する検討業務（Ｈ１５～Ｈ１６）」「那珂導水路水戸トンネル施工対
策検討業務」「外郭放水路構造解析業務」等により、水路施設の評価・検討を実施してい
るほか、「板橋排水機場立型ガスタービン技術検討業務（Ｈ８～Ｈ１２）」等によって、機械
設備・ポンプ設備の設計や河川構造物の異常の原因究明等に関する業務蓄積を有し、
先端的な機械設備や河川構造物のトラブルの原因究明を、公益法人として客観的な立場
で行うことが可能である。
　従って上記法人が本業務の目的に沿い、本業務を確実に、かつ円滑に責任を持って遂
行できる唯一の機関である。
　適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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3203 （社）関東建設弘済会 閘門等管理業務委託
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年04月01日 24,675,000

　本業務の実施においては、閘門利用者である一般の船舶、漁業関係者の船舶、観光用
船舶、工事用船舶等の関係者及び沿川住民と接触がある。その対応には、豊かな河川
管理の経験、河川管理施設の点検・維持管理の深い知識を有すると共に、高度な中立
性、公平性を要求される。社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、
もって国土開発の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であり、気象・水象情
報を迅速に把握するように努めているとともに、河川管理に関する危機管理等高度な知
識を持った技術者を多数有している。本業務の履行にあたっては、河川管理施設の維持
管理の確かな経験と河川技術の知見のある同法人をおいてない。よって、会計法第２９条
の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、社団法人関東建設弘済会と随意
契約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3204 （社）関東建設弘済会
利根川下流管内河川巡視業務
委託

小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年04月01日 57,750,000

　本業務の実施においては、河川管理施設等の巡視業務途上において日々、河川利用
者である沿川住民等と接触がある。その対応には、豊かな河川の知識及び河川管理関
する知識を有するとともに、中立性、公平性を保つことが要求される。社団法人関東建設
弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目的
に設立された公益法人であり、本業務の目的達成のため河川巡視員の研修実施や「河
川巡視のポイント（案）」の作成等を行って、河川巡視員の技術向上に努め、河川管理に
関する危機管理等高度な知識を持った技術者を多数有している。本業務の履行にあたっ
ては、河川管理の確かな経験と河川技術の知見のある同法人をおいてない。よって、会
計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、社団法人関東建設弘
済会と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3205 （社）関東建設弘済会 豊田堰操作補助業務委託
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年04月01日 5,250,000

　豊田堰の操作は、水利用者である豊田利根土地改良区、豊田堰上下流の各水利用者
及び沿川住民等と密接な連絡調整が不可欠であり、本業務の実施においては、河川管
理者の指示により操作を行う上で適切かつ安全な操作が必要となり、その対応には、豊
かな河川管理の経験、河川管理施設の維持管理の深い知識を有するとともに、高度な中
立性、公平性を要求され、操作を行う上で適切な技術者が必要となる。社団法人関東建
設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目
的に設立された公益法人であり、気象・水象情報を迅速に把握するように努めるととも
に、水利及び河川管理に関する危機管理等高度な知識を持った技術者を多数有してい
る。本業務の履行にあたっては、河川管理施設の維持管理の確かな経験と河川技術の
知見のある同法人をおいてない。よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第３号の規定により、社団法人関東建設弘済会と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3206 （社）関東建設弘済会
利根川下流管内情況把握業務
委託

小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年04月01日 5,250,000

　本業務の実施においては、豊かな河川管理の経験を有し、災害時の河川管理施設等
の点検と水防活動等の状況把握に関する知識を有するとともに、河川管理施設の危機管
理に関する重要性を十分に認識していることが要求される。社団法人関東建設弘済会
は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目的に設立
された公益法人であり、気象、水象情報を迅速に把握するように努めるとともに、状況把
握を的確に行うため現地において実施訓練を行い、河川状況把握に関する技術の向上、
河川管理に関する危機管理等高度な知識を持った技術者を多数有している。本業務の
履行にあたっては、河川管理の確かな経験と河川技術の知見のある同法人をおいてな
い。よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、社団法
人関東建設弘済会と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3207 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７利根川下流管内現場技術
業務委託

小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年04月01日 189,000,000

　本業務は、現場監督員の補助、工事の出来形・品質及び工程管理、工事請負者及び地
元関係者との連絡調整などの工事に関する各種業務を行うものであり、工事発注者の意
向を工事に反映できる能力が不可欠であるとともに、業務上知り得た情報の守秘義務を
確実に遵守できる者でなければならない。社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑
な推進に資することを目的とし、もって国土の発展に寄与することを目的に設立された公
益法人であり、当該技術者を対象とした現場管理技術に関する 新の専門知識を習得さ
せ、資質の向上に努めており、責任ある業務の遂行ができる人材を多数有している。本
業務を適切に履行できる者は、このような河川工事の確かな経験と河川施工技術に関す
る知見とを併せ持った同法人においてはない。よって、会計法第２９条の３第４項、予決令
第１０２条の４第３号の規定により、社団法人関東建設弘済会と随意契約を結ぶものであ
る。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
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3208 国土環境（株）
Ｈ１７利根川下流域シジミ調査検
討業務

小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年05月20日 40,950,000

　本業務の実施にあたっては、前年終了したシジミ勉強会の結果を踏まえ、勉強会で指
摘された事項について補足調査を行い、過去の知識や情報収集の結果を基に利根川下
流部に生息するヤマトシジミの総合的な検討を行う必要がある。そのためには過去に調
査経験や実績があり、利根川下流部のヤマトシジミの生息環境を確認、把握している事
が必要不可欠である。　上記業者は、利根川下流部に生息するヤマトシジミに関する豊
富な情報収集能力を持ち、過年度より実施している利根川下流部水象調査業務において
ヤマトシジミの調査及びシジミ勉強会を担当している。このため上記業者は利根川下流域
のヤマトシジミの生態等に精通していると共に、これまでのシジミ勉強会の内容を十分把
握している唯一の業者である。　以上のことから、上記業者は本業務の目的を達する事
ができる唯一の契約相手である。
適用法令：会計法第２９条の３第４項、及び予算決算及び会計令１０２条の４の３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行(19年度
以降、企画競争に移行)

3209 東京電力（株） ３・４月分電気料
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年04月26日 18,307,258

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3210 東京電力（株） ４月分電気料
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年05月17日 3,284,363

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3211 東京電力（株） ４・５月分電気料
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年05月24日 19,414,028

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3212 東京電力（株） ５月分電気料
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年06月20日 19,831,191

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3213 東京電力（株） ６月分電気料
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年06月27日 1,151,159

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3214 東京電力（株） ６月分電気料
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年07月04日 1,033,728

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3215 東京電力（株） ６月分電気料
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年07月12日 26,341,972

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3216 東京電力（株） ７月分電気料
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年08月05日 3,234,240

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3217 東京電力（株） ７・８月分電気料
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年08月15日 19,417,774

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3218 東京電力（株） ８月分電気料
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年08月22日 1,106,621

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3219 東京電力（株） ８月分電気料
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年09月02日 1,056,237

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3220 東京電力（株） ８月分電気料
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年09月12日 22,277,267

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3221 東京電力（株） ９月分電気料
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年09月21日 1,111,820

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3222 東京電力（株） ９月分電気料
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年10月04日 1,016,533

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3223 東京電力（株） ９月分電気料
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年10月11日 2,222,783

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3224 東京電力（株） ９月分電気料
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年10月17日 21,747,476

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3225 東京電力（株） １０月分電気料
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年10月25日 1,172,850

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3226 東京電力（株） １０月分電気料
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年11月15日 4,382,684

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3227 東京電力（株） １０月分電気料
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年11月18日 21,232,863

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)
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3228 東京電力（株） 電気料（１１月請求分）
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年11月28日 1,112,042

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3229 東京電力（株） 電気料（１１月請求分）
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年12月09日 21,003,796

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3230 東京電力（株） 電気料（１２月請求分）
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2005年12月21日 1,085,578

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3231 東京電力（株） 電気料（１２月請求分）
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2006年01月11日 2,166,050

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3232 東京電力（株） 電気料（１２月請求分）
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2006年01月17日 20,723,689

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3233 東京電力（株） 電気料（１月請求分）
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2006年01月24日 1,204,459

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3234 東京電力（株） 電気料（１月請求分）
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2006年02月08日 5,039,845

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3235 東京電力（株） 電気料（１月請求分）
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2006年02月14日 19,670,613

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3236 東京電力（株） 電気料（２月請求分）
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2006年02月22日 1,245,754

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3237 東京電力（株） 電気料（２月請求分）
小林正典　利根川下流河川事務所　千
葉県佐原市佐原イ４１４９

2006年03月08日 5,695,667

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3238
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度江戸川高規格堤防
整備推進方策検討業務

高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年08月08日 40,110,000

本業務は、江戸川における高規格堤防整備の推進方策を検討するものである。高規格堤
防は、都市整備と河川整備とが一体となった整備であり、それぞれの制度に精通している
だけでなく、共同事業実施上の課題や様々な問題に対しての対処策を把握している必要
がある。検討にあたっては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、今日まで
の高規格堤防整備の事例データを保有し、そのデータからあらゆる課題及びその対応方
策を分析、整理してデータとして保有している必要があるが、そのようなデータを有してい
るのは当法人が唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要で
あり、これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項予決
令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3239
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度　水辺環境保全・再
生手法検討業務

高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年07月15日 47,355,000

本業務は、江戸川の水辺環境保全、再生計画の策定を行うものである。検討にあたって
は、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、河川生態について全国の情報を保
有し、そのデータから河道特性と河川生態についての関係を体系的に整理したデータを
保有している必要があるが、そのようなデータを有しているのは当法人が唯一である。ま
た、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満たすの
は当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3240 （財）河川環境管理財団
Ｈ１７江戸川河川維持管理計画
検討業務

高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年08月09日 46,200,000

本業務の実施に当たっては、当財団がこれまでの研究並びにモデル河川での実践の中
で蓄積してきた当財団が唯一所有する7０項目以上に及ぶ全国主要河川の「河川環境管
理に関する河道情報データベース」を活用し、他河川の事例・課題解決事例を参考にしな
がら計画作りを実施することが必要。また、本業務の実施に当たっては、河道管理に関す
る豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専
門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平な検討が必要。従って当該
業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項予決令第１
０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3241 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　河川空間利用計
画検討業務

高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年07月07日 44,520,000

本業務の実施に当たっては、当財団がこれまでの研究並びにモデル河川での実践の中
で蓄積してきた当財団が唯一所有する7０項目以上に及ぶ全国主要河川の「河川環境管
理に関する河道情報データベース」を活用し、他河川の事例・課題解決事例を参考にしな
がら計画作りを実施することが必要。また、本業務の実施に当たっては、河道管理に関す
る豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専
門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平な検討が必要。従って当該
業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項予決令第１
０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入
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3242 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年04月01日 1,890,000

上記法人は、全国の各地方整備局及び各都府県の所有する雨量データ・雨量テレメー
タ・水位テレメータ等の河川に係わる各種情報について一元的に収集、提供している唯一
の機関であり、本業務を遂行するにあたっては、上記法人との契約以外、所期の成果が
来たい出来ないため、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号の規程により上記法人と随意契約を行うものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

3243 （財）河川情報センター
江戸川洪水氾濫予測システム構
築業務

高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年12月13日 16,065,000

本業務は、洪水氾濫予測システムの構築を行うものである。当該財団は、洪水氾濫予測
システムについて、システムの開発者として、代替性のない特定の知識等を有し本業務を
遂行できる唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3244 （財）日本気象協会 気象特性検討業務
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年04月05日 20,265,000

本業務の実施にあたっては、江戸川・中川・綾瀬川流域への降雨を決定づける流域地形
をはじめとする気象因子を明らかにした上で、地上降水量について地球大気の循環と因
果関係まで踏み込んで追求し、大雨発生の潜在性等を検討することから、気象メカニズム
に関する豊富な知識と、気象状況から予測される降水量の傾向を、数値モデルを使用し
たシミュレーションにより検証する高度な気象解析技術が必要である。上記法人は気象、
地象、水象等に関する科学及び技術の進捗に協力し、公共の福祉の増進に寄与すること
を目的として設立された公益法人であり、日常予報業務においては、独自に開発した数
値モデルを実用化していることや気象メカニズムに精通しているとともに、気象学に関して
の知識と解析力を有している。さらに「地球温暖化による降雨特性変化シナリオ検討業
務」の検討実績があり、長期的視点でのシミュレーション技術を保有しており、本業務を円
滑に的確に遂行できる唯一の公益法人である。よって、会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、上記法人と随意契約を行うものであ
る。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

3245
（社）雨水貯留浸透技術協
会

雨水貯留浸透施設設置検討業
務

高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2006年01月12日 10,500,000

本業務は、新河岸川において、水循環に関するモデル地区での計画やモニタリング計画
等から構成されるアクションプランを作成するための検討を行うものである。また、本業務
を実施するにあたっては、雨水貯留浸透技術に関する広範なデータを必要とし、これらの
データを体系的に保有し収集する必要がある。さらにアクションプラン策定にあたっては、
特定の技術や企業からは異なる公平かつ中立な立場での実施が必要不可欠である。上
記の条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２
条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続を導入

3246 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７江戸川河川事務所積算補
助業務委託単価契約　第３四半
期分

高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2006年02月06日 15,202,950

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3247 （社）関東建設弘済会 江戸川水閘門操作業務
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年04月01日 39,900,000

本業務の実施においては、塩水が遡上した場合は取水停止に至り甚大な被害が想定さ
れることから、正確な予測と確実な施設操作を行う事が必要となるため、予測及び操作要
員は的確な判断力と実務経験を有することが不可欠である。下記法人は、建設事業の円
滑な推進に資し、以て国土開発の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であ
り、施設の操作に当たっては気象・水象情報を迅速かつ的確に把握するように努めるとと
もに、同施設の専門的知識並びに豊富な技術力と実務経験を持った技術者を有してい
る。本業務の履行にあたっては、河川管理の経験と水閘門施設の操作に精通しているこ
とが必須であり、当該業務を遂行できる者は同法人をおいて他にはない。よって会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3248 （社）関東建設弘済会 河川情況把握業務
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年04月01日 4,410,000

本業務の実施においては、豊富な河川管理の経験を有するとともに、洪水時や地震時に
おける河川管理施設等の点検と水防活動等の情況把握の実務経験を有することが不可
欠である。下記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、以て国土開発の発展に寄与する
ことを目的に設立された公益法人であり、本業務の所期の目的を達成するために河川情
報センター端末機の整備を図り実施時の迅速な対応に努めるとともに、本業務を的確に
行うために情況把握方法の研修や現地における総合実地訓練を行っている。また、同法
人は防災エキスパートを組織し、研修を実施するなど、河川情況把握に関する高度な知
識を持つ技術者を有している。本業務の履行にあたっては、このような河川管理の経験と
河川技術の知見が必須であり、当該業務を遂行できる者は同法人をおいて他にはない。
よって会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により随意契約を締結する
ものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3249 （社）関東建設弘済会 排水機場管理業務
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年04月01日 35,175,000

本業務の実施においては、主要な河川管理施設が確実に機能するために、これらの施設
の保守管理及び危機管理に対応するための十分な知識があり、的確な判断力と対外的
な対応ができることが不可欠である。下記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、以て
国土開発の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であり、江戸川流域の河川
特性及び河川管理施設の保守管理に関して熟知しているとともに、対外的な対応経験の
ある実務経験者を有している。本業務の履行にあたっては、河川管理の経験と施設管理
に精通していることが必須であり、当該業務を遂行できる者は同法人をおいて他にはな
い。よって会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により随意契約を締結
するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3250 （社）関東建設弘済会 河川巡視業務
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年04月01日 58,800,000

本業務の実施においては、河川法や建設行政等に関する知識と豊富な河川管理の経験
と知識を有することが不可欠である。下記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、以て
国土開発の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であり、本業務の所期の目
的を達成するため河川巡視員の研修の実施や「河川巡視の心得」の作成等を行って、河
川巡視員の技術向上に努め、河川管理に関する高度な知識をもった技術者を多数有して
いる。本業務の履行にあたっては、このような河川管理の経験と河川技術の知見が必須
であり、当該業務を遂行できる者は同法人をおいて他にはない。よって会計法第２９条の
３第４項、予決令第１０２条の４第３号により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3251 （社）関東建設弘済会 厚生福祉業務委託
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年04月01日 4,620,000

本業務の履行にあたっては、職員の健康管理に配慮するとともに、職員とのコミュニケー
ションは基よりプライバシーに触れる機会も多い。また、国の施設であり、近隣住民、来客
者に対する対応も国の職員と同等に行わなければならない。また、それぞれの寮の秩
序、建物の構造、機械設備等の特殊事情を熟知していることは勿論のこと、ゴミ問題、防
犯等、地域との関連性から豊かな経験と信頼を有することが不可欠である。社団法人関
東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進を図ることにより、地域社会及び国土の健全な
発展に寄与することを目的として設立された公益法人である。また、福利厚生に関する事
業を行うことを目的の一つとしており、職員の健康管理・応客対応に関する教育・研修に
努めこの業務の目的と意義を十分理解している。以上のように、本業務を遂行するため
に必要な信頼と実績を有し、きめ細かな対応のとれる体制を整えている唯一の法人であ
ることから、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により随意契約を締結
するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3252 （社）関東建設弘済会 Ｈ１７江戸川現場技術業務委託
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年04月01日 120,750,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通
じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は
法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この
業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3253 （社）関東建設弘済会 Ｈ１７中川現場技術業務委託
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年04月01日 134,400,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通
じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は
法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この
業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3254 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７江戸川堤防強化対策事業
補償説明等業務

高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年12月19日 7,350,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補
助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高
い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠
なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）
で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場
はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保でき
る公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入
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3255 （社）日本河川協会
中川流域放水路事業誌編集業
務

高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年06月15日 24,990,000

河川協会は、河川及び流域に係る歴史・文化・環境・経済などの河川行政に関するデータ
ベースを保有。特に河川行政にかかる歴史的変遷については、予算、施策、事業等に関
する情報に関し、昭和１７年以来のデータベースを我が国で唯一保有。本業務を実施する
ためには右記データベースの使用が不可欠。また、河川協会は、河川に関する調査・研
究・情報の提供・知識の普及や鶴見川流域誌編集等に携わり、河川全般の知識と行政的
視野からの知見も有している。さらに、河川に関する受託調査、研究を行い高度な知識・
経験を有していることはもとより、河川に関わる個人、法人、団体、学会、行政等相互の
意見交換、交流の場の運営に精通しており、本業務を実施し得る唯一の機関である。（会
計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3256 大成建設（株）
外郭放水路第３立坑バルクヘッド
撤去工事

高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年11月30日 52,500,000

本施設は上記業者により設計、施工されたものであり、その撤去にあたっては、立坑内と
いう施工条件がある中で不安定な重量物を安全に移動するために、設置時の手順を踏ま
えた施工が必要である。このため、本工事の施工者は、施工上の経験、知識を特に必要
とし、仮設物の設計条件や、現場の状況に精通した者に施工させる必要がある。
よって、よって会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により、本工事は本
構造物を設計、製作、施工したＪＶの主構成員である上記業者に随意契約により施工させ
るものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

3257 東亜建設工業（株） Ｈ１７船舶運航管理業務
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年08月26日 3,276,087

業務履行にあたっては、管内河川の航路状況に精通するとともに、当事務所の緊急対応
体制に即応できる社員教育と企業体制が不可欠である。東亜建設工業株式会社は、巡
視船運航に必要な管内河川航路に精通した船舶操縦士を多数有するほか、船舶運航管
理の実績も豊富で、かつ本巡視船を保管する上で 適となる江戸川放水路河口部に係
留施設を確保しているとともに、係留場所から５㎞以内の近傍に営業所が位置しているこ
とから、緊急対応も含め本業務を安全、確実かつ円滑に履行可能な業者として唯一の業
者である。よって会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により随意契約を
締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3258 東京電力（株） 電気料（３月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年04月15日 1,975,798

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3259 東京電力（株） 電気料（３・４月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年04月25日 2,801,633

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3260 東京電力（株） 電気料（４月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年05月10日 9,037,056

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3261 東京電力（株） 電気料（４月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年05月16日 4,672,788

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3262 東京電力（株） 電気料（５月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年05月26日 4,813,210

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3263 東京電力（株） 電気料（５月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年06月06日 4,500,096

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3264 東京電力（株） 電気料（５・６月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年06月22日 3,969,198

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3265 東京電力（株） 電気料（６月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年06月27日 5,129,362

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3266 東京電力（株） 電気料（６月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年07月04日 2,234,060

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3267 東京電力（株） 電気料（６月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年07月11日 4,162,882

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3268 東京電力（株） 電気料（６月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年07月15日 2,115,633

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3269 東京電力（株） 電気料（７月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年08月08日 10,531,126

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)
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3270 東京電力（株） 電気料（７月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年08月18日 3,933,176

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3271 東京電力（株） 電気料（８月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年09月01日 6,292,976

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3272 東京電力（株） 電気料（８月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年09月12日 6,788,922

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3273 東京電力（株） 電気料（８・９月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年09月16日 1,857,611

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3274 東京電力（株） 電気料（９月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年09月28日 1,418,510

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3275 東京電力（株） 電気料（９月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年10月11日 9,231,725

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3276 東京電力（株） 電気料（９月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年10月18日 1,591,837

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3277 東京電力（株） 電気料（９・１０月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年10月21日 2,542,657

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3278 東京電力（株） 電気料（１０月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年11月07日 9,013,593

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3279 東京電力（株） 電気料（１０月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年11月10日 3,869,736

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3280 東京電力（株） 電気料（１１月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年12月05日 7,775,406

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3281 東京電力（株） 電気料（１１月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年12月13日 3,149,804

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3282 東京電力（株） 電気料（１１・１２月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年12月19日 2,403,071

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3283 東京電力（株） 電気料（１２月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2006年01月06日 10,436,999

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3284 東京電力（株） 電気料（１２月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2006年01月16日 3,186,138

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3285 東京電力（株） 電気料（１月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2006年01月30日 6,324,822

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3286 東京電力（株） 電気料（１月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2006年02月07日 5,599,529

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3287 東京電力（株） 電気料（１月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2006年02月13日 2,451,816

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3288 東京電力（株） 電気料（２月分）
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2006年03月03日 8,304,031

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3289 東京電力（株） 移設補償費
高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年11月30日 1,946,740

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3290
八千代エンジニアリング
（株）

江戸川管内防災施設配備計画
検討業務

高柳淳二　江戸川河川事務所　江戸川
河川事務所野田市宮崎１３４

2005年09月02日 35,910,000

本業務は、標準プロポーザル方式により入札、契約手続きを行うものであり、当該手続き
において上記業者は技術提案の特定を受けている。従って、本業務を遂行するにあたっ
ては、上記業者との契約以外、所期の成果が期待できない。よって、会計法29条の３第４
項、予算決算及び会計法令102条の４第３号の規定により、上記業者と随意契約するもの
である。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3291 （財）計量計画研究所
Ｈ１７首都国道情報通信システム
整備業務

野田勝　首都国道事務所　千葉県松戸
市竹ヶ花８６

2005年04月01日 52,185,000

当該法人は我が国及び諸外国の政治、経済、社会事象の数量的な調査研究を行い、我
が国諸官庁を始め諸企業の合理的政策決定、及び科学的計画に関する知識普及に寄与
することを目的とする法人であり、これまで、建設事業情報化推進に関する受託研究・実
証実験業務や、国土交通省及び地方自治体の交通計画関連のデータ収集・蓄積・活用
に関する調査及びシステム開発を行ってきており、ＣＡＬＳ等建設関連事業の情報化推進
に関して、民間コンサルタントにはない高度な知識と豊富な経験を有している。また、これ
まで当事務所の業務の効率化・省力化を図ることを目的とした新たなシステムの開発、導
入やソフトウェアを含めた既存システムの機能向上、修正、改良等に携わっていることか
ら本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。会計法第２９条
の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約を締結するものであ
る。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3292 （財）計量計画研究所
Ｈ１７千葉外かんコミュニケーショ
ン活動検討業務

吉木務　首都国道事務所　千葉県松戸
市竹ヶ花８６

2005年12月22日 32,025,000

本業務の遂行にあたっては、道路事業におけるコミュニケーション活動計画のあり方など
合意形成プロセスに関する広範かつ専門的な知識と豊富な経験を有するとともに、地球
温暖化防止や自動車交通に起因する大気汚染を解決するための施策、都市交通計画及
びこれに関連する諸計画に関する調査研究、道路行政における政策立案手法に精通・熟
知していることが必要不可欠である。
　財団法人計量計画研究所は、我が国及び諸外国の政治・経済・社会事象の数量的な
調査研究を行い、我が国諸官庁をはじめ諸企業の合理的政策決定及び科学的計画に関
する知識普及に寄与することを目的として設立された財団法人である。
また、同財団は国土交通省道路局が導入を検討したＰＩの位置づけや手法、構想段階評
価の前提となる計画検討プロセスなどを整理し、「市民参画型道路計画プロセスのガイド
ライン」の原案の作成、マニュアルを作成している。さらに、地球温暖化問題の動向整理
や自動車交通と環境を考えるシンポジウムの開催するなど、道路分野における大気・環
境に関する諸課題についても熟知していることから、本業務を遂行するに必要な要件を備
えた契約対象機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より財団法人計量計画研究所との随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3293 （財）国土技術研究センター
Ｈ１７国道２９８号アウトカム指標
他整備効果検討業務

野田勝　首都国道事務所　千葉県松戸
市竹ヶ花８６

2005年07月20日 31,500,000

  本業務の遂行にあたっては、事業の必要性、整備効果等について費用便益の経済効率
性だけで事業の妥当性を評価するのではなく、定量的、定性的指標を用いて広範な視点
から評価するものである。また、新たなアウトカム指標を多岐・多様な見地から設定し、評
価項目をより包括的なものとしながら、客観的な観点から事業を　評価するため、道路事
業に関する主要指標や道路行政の施策評価に関する高度な知識と豊富な経験が必要で
ある。
　財団法人国土技術研究センターは、わが国における建設技術発展の支柱となり、　国と
社会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合的、かつ、効果的に行うととも
に、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、もって国民
福祉の向上に寄与することを目的として設立された法人であり、こ　れまでにも国土交通
省内において、道路事業に関するアウトカムの設定や各種指標による調査、分析業務に
携わり、道路事業の評価やアウトカム指標等の導入に関する調査、検討等を実施し、新
しい道路行政の施策評価に関する高度な知識と豊富な　経験・実績を有していることか
ら、本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、
財団法人国土技術研究センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
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3294 （財）国土技術研究センター
Ｈ１７千葉外かん道路行政マネジ
メント検討業務

吉木務　首都国道事務所　千葉県松戸
市竹ヶ花８６

2005年12月19日 28,875,000

　本業務の遂行にあたっては、道路施策に関する広範かつ専門的な知識と豊富な経験及
び道路事業の評価やアウトカム指標等の導入など新しい建設技術や公共事業の必要性
をわかりやすく説明するための高度な知識と経験を有しているとともに、道路行政マネジ
メントやコミュニケーション型国土交通行政に関する知識などに精通・熟知し、幅広く専門
家の意見を伺いながら柔軟な対応が必要不可欠である。
　財団法人国土技術研究センターは、国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査
研究を総合的かつ効果的に行うために、新しい建設技術に関する情報の収集、管理及び
提供を行い、建設技術に関する広報を実施して、建設技術の向上を図り、もって国民福祉
の向上に寄与することを目的として設立された財団法人である。同財団は、「建設マネジ
メント体系の研究」、「コミュニケーション型国土交通行政における行政広報手法に関する
研究」等の自主研究に取り組みなど、新しい道路行政マネジメント及びコミュニケーション
型国土交通行政に関する高度な知識と豊富な経験を有しているとともに、国土交通省道
路局において実施している「道路計画に関する新手法の研究」に参画しており、道路行政
マネジメントに関する諸課題について熟知していることから、本業務を遂行するに必要な
要件を備えた契約対象機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より財団法人国土技術研究センターとの随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

3295 （財）道路環境研究所 Ｈ１７首都国道環境検討業務
吉木務　首都国道事務所　千葉県松戸
市竹ヶ花８６

2005年06月29日 66,675,000

本業務の遂行にあたっては、一般的な騒音予測方法が確立していない掘割構造が存在
するなど、当該道路構造の特殊性を十分に勘案する必要があり、道路事業に関する環境
影響評価技術に精通するとともに、道路環境影響評価の技術についての 新の知識、情
報及び進行中の研究動向を十分に掌握していることが不可欠である。
　財団法人道路環境研究所は、良好な道路環境を確保するために必要な諸方策を総合
的に調査・研究することを目的として設立された法人であり、道路環境の改善・保全対策
に関する検討業務を数多く担当している。さらに、平成１１年６月に施行された環境影響評
価法の制定に伴い、「道路環境影響評価の技術手法」の作成にあたり必要な調査・研究
を、旧建設省及び土木研究所の委託を受けて実施しており、現在も国土交通省、国土技
術政策総合研究所、(独法)土木研究所と技術手法の見直し作業に着手しているところで
ある。財団法人道路環境研究所は、道路事業に関する環境影響評価技術に精通してお
り、本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、
財団法人道路環境研究所と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3296 （財）道路空間高度化機構
Ｈ１７外かん地域整備に関する検
討業務

野田勝　首都国道事務所　千葉県松戸
市竹ヶ花８６

2005年07月21日 56,280,000

本業務の遂行にあたっては、道路と沿道地域との一体的整備など道路空間の有効利用
に関する高度な知識と豊富な経験を有していることが必要不可欠である。また、「整備検
討会」における「整備の手引き（検討案）」の作成は、今後の千葉外かんの環境保全空間
整備の指針となるものであり、昨年度実施したパブリックコメント結果、関係機関ヒアリン
グの内容とりまとめをもとに中立的、公平的な立場に立って検討することが必要である。
更に、本業務を円滑に遂行するためには、「整備検討会」、「松戸地区検討会」の各委員
等との密接な連携や継続的な信頼関係の構築が重要である。
　財団法人道路空間高度化機構は、道路空間の有効かつ高度な利用を図るための事業
を推進するため、道路空間高度化事業に関する調査研究などを行うことにより、道路の整
備及びこれと併せた良好な市街地形成並びに安全・円滑な交通の確保を図るとともに、
活力ある地域社会の創生等に貢献し、もって国民生活の向上に寄与することを目的とし
て設立された財団法人であり、外かん沿道地域との一体となった道路空間整備に関する
検討内容について詳細に熟知しており高度な知識と豊富な経験を有している。
　また、「整備検討会」並びにワーキング及び「松戸地区検討会」の運営を通じて各委員
等との密接な連携や信頼関係を築いている。その他、パブリックコメント、関係機関ヒアリ
ングに携わっており、本業務の目的である「整備の手引き（検討案）」を作成するための実
施内容及び経緯を熟知していることから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約
対象機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により
財団法人道路空間高度化機構と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3297 （社）関東建設弘済会 Ｈ１７首都国道外かん広報業務
野田勝　首都国道事務所　千葉県松戸
市竹ヶ花８６

2005年04月01日 17,850,000

不特定多数の一般人を対象としているため、慎重かつ適切な対応が必要である。さらに、
関係行政機関や地元との調整内容を取り扱うことから、業務上、知り得た個人情報や企
業情報等の秘密保持、行政上の配慮、ノウハウが必要な極めて特殊な業務である。社団
法人関東建設弘済会は「建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与するこ
と」を目的に設立され、「建設事業に関する業務の受託」を業務としていることから、上記
の業務に対して必要な技術と経験を有する唯一の契約対象機関であると判断されるの
で、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により随
意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)
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3298 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７首都国道計画調査資料作
成業務

野田勝　首都国道事務所　千葉県松戸
市竹ヶ花８６

2005年04月01日 86,100,000

本業務の遂行にあたっては、行政内部での判断に資する資料の作成業務であり、関係行
政機関及び地元等との協議内容などを取り扱う事から、資料作成にあたっては、関係法
令及び諸基準等に関し十分精通し、道路行政について十分理解していることに加え、行
政的判断についての高度な知識と経験が必要不可欠である。また、業務の性格上、秘密
保持を要する業務である。
　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与
することを目的として設立され、建設事業に関する業務を受託することを業務とし、長年
信頼性の高い成果を収めている。また、道路行政及び国土交通省の行う事務に関する教
育・研修を実施して技術力や知識の向上に努めるとともに、これまでも当該業務を受託
し、業務内容に精通しており、また、中立性、公平性の確保と秘密保持が可能であること
から、上記法人が本業務を遂行するにあたっての唯一の契約対象機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規
定により、社団法人関東建設弘済会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3299 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７首都国道事務所寮清掃賄
業務

野田勝　首都国道事務所　千葉県松戸
市竹ヶ花８６

2005年04月01日 4,263,000

本業務を実施するにあたっては、その履行場所を考慮すると行政的な立場から機密を要
する会話をしたり、書類等を整理する場合もあり、外部への遺漏は業務運営に支障を及
ぼす可能性がある。かつ、寮においては寮母を兼ねて極めて個人的な信頼関係に基づく
業務であるため、年度毎に契約の相手方が変更となるようでは入寮者や地域住民との信
頼関係等に不都合が生じ、しいては円滑な業務執行に支障をきたすものである。上記法
人は建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与することを目的に、昭和４１
年設立された公益法人であり、当整備局管内に出先機関を有し設立当初から建設事業を
はじめ、寮等の厚生福祉等に関する業務も各地で数多く実施しており、信頼と実績を有し
ている。本業務を委託するにあたり業務の円滑な執行を図るためには、過年度も実施して
いることから寮生と個人的な信頼関係が継続している他、守秘義務を徹底することがで
き、法人としての特徴である営利を目的とせず公平性を保てる機関、加えて建設行政を理
解し信頼と十分な経験及びきめ細かな対応のできる人材を有している機関との契約が
もっとも有利であると判断する。よって、本業務を実施するにあたり、上記法人との随意契
約以外競争に付することは適当ではない。したがって、会計法第２９条の３第４項（予決令
第１０２条の４第３号）により随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3300 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７首都国道積算補助業務委
託（第１四半期分）

野田勝　首都国道事務所　千葉県松戸
市竹ヶ花８６

2005年07月19日 2,941,050

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3301 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７首都国道積算補助業務委
託（第２四半期分）

吉木務　首都国道事務所　千葉県松戸
市竹ヶ花８６

2005年10月14日 9,038,400

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3302 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７首都国道積算補助業務委
託（第３四半期）

吉木務　首都国道事務所　千葉県松戸
市竹ヶ花８６

2006年01月19日 15,968,400

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入
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3303 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７外かん道路用地補償等相
談業務

野田勝　首都国道事務所　千葉県松戸
市竹ヶ花８６

2005年04月01日 16,800,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補
助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高
い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠
なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）
で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場
はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保でき
る公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3304 （社）関東建設弘済会
首都国道用地補償技術業務（１７
の１）

野田勝　首都国道事務所　千葉県松戸
市竹ヶ花８６

2005年04月01日 51,030,000

本業務は、個人・法人等の財産評価や移転料の算定等極めて特殊な業務で、高度な守
秘義務と用地補償業務全般にわたって、総合的かつ専門的な知識、更に、補償の公平性
の確保が必要となる。
　なお、補償内容説明等においては、豊富な経験と知識より的確な状況判断が求められ、
高度な交渉能力が必要とされる。
　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に
寄与することを目的とした事業を実施しており、内部教育研修を実施しながら、公共用地
取得業務の流れを理解すると共に、実務経験者等の人材を豊富に有し、これまでも良好
な補償技術業務の実績がある。そして、営利を目的としない公益法人であり、公平性の確
保も図られるものと判断され、本業務を迅速かつ的確に遂行できる唯一の契約対象機関
であり、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定によ
り随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3305 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７松戸・市川地区用地管理業
務

野田勝　首都国道事務所　千葉県松戸
市竹ヶ花８６

2005年04月01日 21,525,000

その履行にあたっては、国有財産の管理に関する幅広い知識に加え、事業に関して非常
に関心の高い住民への適切な対応、他の関係機関との連絡調整を図る事ができ、苦情
や意見等に対する迅速な措置を行い、紛争等の生じないよう十分な配慮が必要とされ
る。
　社団法人関東建設弘済会は、市川市内に支部を有し、建設事業の円滑な推進を図るこ
とにより、地域社会並びに国土開発の健全な発展に寄与することを目的とした事業を実
施しており、国有財産の管理に関する研修等を継続的に実施することにより、知識・能力
を有した技術者を多数擁し、公平・中立的立場での業務の円滑な執行ができるものと判
断される。
　したがって、行政行為の補助として円滑な業務が執行できる唯一の契約対象者である
上記法人と会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定
により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3306 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７首都国道事務所現場技術
業務

野田勝　首都国道事務所　千葉県松戸
市竹ヶ花８６

2005年04月01日 134,400,000

現場監督業務に精通した専門的知識を有する資質の高い人材を多数保有し、十分な実
施能力及び業務実績がある。また、行政に関する守秘事項の機密の保持を も重要と認
識し、厳格な機密保持等が確保されており、特定企業との利害関係が無く公平性、中立
性が確保できる唯一の契約対象者であり、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号の規定により随意契約を締結するものである。。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3307 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７首都国道道路管理技術補
助業務

野田勝　首都国道事務所　千葉県松戸
市竹ヶ花８６

2005年04月01日 23,100,000

道路行政に係る専門的知識を有する資質の高い人材を多数保有し、道路管理技術業務
に関する十分な実施能力や業務実績がある。また、行政に関する守秘事項の機密の保
持を も重要と認識し、厳格な機密保持等が確保されており、特定企業等との利害関係
がなく公平性、中立性が確保できる唯一の契約対象者であり、会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により随意契約を締結するものであ
る。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3308 東京電力（株） 電気料（４月分）
野田勝　首都国道事務所　千葉県松戸
市竹ヶ花８６

2005年04月25日 1,390,930

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3309 東京電力（株） 電気料（７月分）
野田勝　首都国道事務所　千葉県松戸
市竹ヶ花８６

2005年08月02日 1,586,876

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3310 東京電力（株） 電気料（８月分）
野田勝　首都国道事務所　千葉県松戸
市竹ヶ花８６

2005年08月30日 1,575,712

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3311 東京電力（株） 電気料（９月分）
野田勝　首都国道事務所　千葉県松戸
市竹ヶ花８６

2005年10月04日 1,676,320

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3312 東京電力（株） 電気料（１０月分）
野田勝　首都国道事務所　千葉県松戸
市竹ヶ花８６

2005年11月02日 1,355,654

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3313 東京電力（株） 電気料（１月分）
野田勝　首都国道事務所　千葉県松戸
市竹ヶ花８６

2006年02月08日 1,475,185

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3314
八千代エンジニアリング
（株）

Ｈ１７外かん高谷地区モニタリン
グ調査検討業務

野田勝　首都国道事務所　千葉県松戸
市竹ヶ花８６

2005年04月01日 213,150,000

本業務の遂行にあたっては、工事の施工・進捗と並行して、当該現場周辺における土中
水及び大気質の常時観測を行い、実施工事に起因すると思われる異常値を観測した場
合には即座に工事中止の判断、観測データの分析及び対応策の検討を行うなど、迅速
かつ適切な判断・対応が必要となる。
　また、調査は技術検討委員会の提言に基づき、工事実施中及び工事終了後の一定期
間において継続実施することが も重要な条件である。
　このため、土壌汚染対策に関する高度な知識と豊富な経験を有していることはもとより、
過年度に実施した技術検討委員会の提言、主旨、検討経緯を詳細に熟知し、現地の状
況やモニタリングの調査内容、データ推移など、過年度に実施された業務内容に精通して
いることが必要不可欠である。
　さらに、モニタリングの継続的な実施に必要となる機器を短期間で確実に調達できるこ
とが必要である。
　上記業者は、土壌汚染対策並びに環境モニタリングに関する高度な知識と豊富な経験
を有するコンサルタント業者であり、本業務の基礎となる技術検討委員会に当初より携
わっており、技術検討委員会の経緯、内容を詳細に熟知している。
　また、昨年度から現在にわたって本モニタリング調査検討業務に携わり、現地の状況や
これまでのモニタリング調査内容等を詳細に熟知している。
　さらに、モニタリング調査の計測箇所が水環境１３地点２０カ所、大気環境４カ所と多く、
業務受注後の計測機器調達及び機器の入れ替えや、取得データの精度確保等に相当の
時間を要することは確実であり、その間、計測不能期間が生じることは避けられず、工事
の施工・進捗等に多大な支障を及ぼすこととなり、モニタリング調査の主旨・目的を達成
することが不可能となる。このような事態を回避するためには、現在実施中のモニタリング
調査業務と同一業者とする以外にない。
　本業務の遂行に必要な条件すべてを同時に満たすのは八千代エンジニヤリング（株）の
みであり、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続を導入

3315 （財）海洋架橋・橋梁調査会 管理調査業務１７Ｍ・Ⅷ・５
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年07月26日 21,997,500

本業務の遂行にあたっては、道路橋全般にわたる設計、施工、補修について普遍的で広
範かつ高度な知識だけでなく、近年急激に顕著化してきた鋼道路橋の疲労損傷の調査研
究について豊富な経験と分析能力が必要である。財団法人海洋架橋・橋梁調査会は、海
洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境その他の問題についての調査研究、知
識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることによって、国民経済の発達と国民
生活の向上に寄与することを寄付行為とする公益法人である。財団法人海洋架橋・橋梁
調査会は、海洋架橋・その他の橋梁の性能の評価、審査、検査及び橋梁の保全に関する
調査、研究、開発の事業を行い、橋梁について広範かつ高度な知識を有しており、昨年
関東地方整備局管内において当事務所発注の「管理調査業務１６M・Ⅷ・４」や関東技術
事務所発注の「平成１６年度管内橋梁補修検討業務」をはじめとする鋼道路橋の疲労損
傷に関する調査を実施している公益法人であり、普遍的な立場に立って本業務を遂行す
る者は財団法人海洋架橋・橋梁調査会をおいて他にない。（会計法第２９条の３第４項、
予決令第１０２条の４第３号）

問題があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3316 （財）海洋架橋・橋梁調査会 管理調査業務１７Ｍ・０・７
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年09月02日 23,730,000

本業務の遂行にあたっては、道路橋の調査、設計、施工、点検手法、検査技術、補修・補
強方法等、橋梁に関する総合的かつ高度な知識と豊富な経験を有していることが必要で
ある。また、検査に際しては、補修等の時期を判定することから、橋梁に関する技術的知
見に加えて行政的知見も必要であり、公平中立の立場の者が行う必要がある。財団法人
海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境その他の問
題についての調査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることによっ
て国民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを寄付行為とする公益法人である。
財団法人海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋・その他の橋梁の性能の評価、審査、検査
及び橋梁の保全に関する調査、研究、開発の事業を行い、橋梁について広範かつ高度な
知識を有している公益法人であり、普遍的な立場にたって本業務を遂行する者は、財団
法人海洋架橋・橋梁調査会をおいて他にない。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０
２条の４第３号）

問題があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3317 （財）海洋架橋・橋梁調査会 管理検討業務１７Ｍ・０・１２
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年11月10日 27,825,000

本業務は、橋梁の損傷要因のうち、近年、急激に顕著化してきた三大損傷（鋼製疲労、ア
ルカリ骨材反応、塩害）を受けている橋梁について、適切かつ効率的に維持管理を行って
いくため、効果的な調査及び補修・補強方法について専門家の助言や提案を受けながら
検討を行うものである。本業務の遂行にあたっては、道路橋の調査、設計、施工、点検手
法、検査技術、補修・補強方法等、橋梁に関する総合的かつ高度な知識と豊富な経験を
有しているとともに、補修・補強方法が確立されていない損傷を扱うことから、その特徴や
発生メカニズム等の情報に熟知していることが必要不可欠である。財団法人海洋架橋・
橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境その他の問題につい
ての調査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることによって国民経
済の発達と国民生活の向上に寄与することを目的として設立された公益法人である。ま
た、橋梁の性能の評価、審査、検査及び橋梁の保全に関する調査、研究、開発の事業を
行い、橋梁について広範かつ高度な知識を有している公益法人であり、普遍的な立場に
たった検討が必要であることから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約
対象機関である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

問題があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3318 （財）公共用地補償機構 用地調査１７Ｃ・Ｘ・５
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年12月05日 13,965,000

養鶏場という特殊な業種の施設に係る案件であるため、調査・算定を行うにあたっては、
一般的な積算資料によりがたい要素が多く、市場調査、製造メーカー調査等による聞き込
み及び解析、補償基準を始めとした関連法令との整合等、一般の補償コンサルタントで
は実施できない高度な知識や経験を必要とされるものである。（財）公共用地補償機構
は、寄付行為に基づいて、公共事業の施行に伴う損失補償等の制度に関する調査及び
研究並びに損失補償等に関する調査算定及び成果品の精度監理等を全国規模で行って
いる唯一の公益法人であり、過去に多くの特殊な案件を処理してきており、豊富な経験と
知識を有している。このため、（財）公共用地補償機構は、情報処理能力や信頼性に優
れ、本業務を的確に遂行できる唯一の法人であると判断されるため、（財）公共用地補償
機構と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（平
成１９年度から企画競争を実施
し、その後総合評価による一般
競争を検討）

公募手続を導入

3319 （財）国土技術研究センター 道路資料作成業務１７Ｆ・Ⅳ・１７
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年06月06日 70,350,000

圏央道５工区については、平成１９年度供用開始を目途に平成１０年度から５－③工区の
用地買収に着手しているところである。今年度の用地取得業務は、既に用地買収に着手
している５工区全般についての継続交渉、用地測量未済箇所がある５－①、５－②工区
の境界立会並びに成果品の検証業務、土地評価作業（画地計算）、個別の補償内容の
説明等、膨大な業務量が発生する。圏央道は早期完成が強く望まれており、おおむね平
成１７年度までに用地取得を完了させなければならない状況下にある。しかしながら、緊
急的かつ集中的に用地職員を配置させることは極めて困難なため、今回、上記記載の業
務を委託しようとするものである。本業務の遂行にあたっては、業務の性質上、高度な守
秘義務とともに、公共事業及び用地補償業務に関する豊富で専門的な知識、経験、及び
信頼性を有し、業務全般にわたる迅速な処理能力が要求されるものである。社団法人関
東建設弘済会は建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを
目的に設立され、建設事業に関する業務の委託を行っている。国の立場を十分に理解
し、用地補償業務全般に関する豊富な専門知識、経験及び実績があるとともに、十分な
処理能力や信頼性に優れており、上記に係る本業務を迅速かつ確実に遂行できる唯一
の法人と判断されるため社団法人関東建設弘済会と随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

3320 （財）国土技術研究センター 道路資料作成業務１７Ｆ・０・２２
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年07月28日 17,430,000

本業務の実施にあたっては、「道の駅」を拠点とした地域ITSサービスを効果的に推進し、
次世代道路システムの積極的なPRを実施する必要がある。そのため、これまでの地域
ITSの導入状況やその効果、また地域のITS担当者への情報提供のあり方などについて
豊富な知見を有している必要がある。（財）国土技術研究センターは、国と社会が要請す
る新しい技術を総合的に調査研究を行うことを目的に設立された機関であり、国家戦略と
してのＩＴＳ社会に向けた業務に精通し、更に国土交通省が設置する「ITSアプリケーション
開発担当者会議」や「スマートウエイ推進会議作業部会」及び「次世代道路サービス提供
システムに関する共同研究アドバイザー会議」等のＩＴＳ関係の事務局を現在に至るまで
数多く務めるとともに、また「地域ITS事例集」等、参考資料を数多く作 成している。また
「ITSの地域展開の推進に関する検討業務」や「地域におけるITS導入のための事例収集
および支援方策等調査検討業務」等を通じて豊富な知見を有しており、本業務を遂行す
るのに必要な要件を備えた契約対象機関である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第
１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

3321 （財）国土技術研究センター 道路設計業務１７Ｇ・Ⅹ・７
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年04月01日 26,092,500

本業務の遂行にあたっては、関係法令の熟知、行政、道路整備効果、連絡施設の総合的
な利用及び設計に係る高度で専門的な知識と経験を有していることが必要不可欠であ
る。また、圏央道の連絡施設の適切な配置、地域整備の支援などに向け、関係行政との
調整・合意形成を図るために検討会の運営や関係機関との連絡調整について十分な経
験を有していることが重要な要件となる。財団法人国土技術開発センターは、「財団法人
国土技術研究センター寄付行為」第４条（事業）（１）に定める「地域整備、都市整備、大規
模プロジェクト等の構想及びマスタープラン等の立案並びにこれらに必要な調査研究」等
の業務を行っている。また、これまでに、国土計画等を踏まえ地域振興施策と連携しつ
つ、広域的な道路ネットワークの形成に関する調査検討を行っている。また、各種委員会
の運営、行政との連携の経験が豊富であり政策の提案ができる。以上のことから、今回
の調査検討業務を遂行する上で十分な能力を有する契約相手は、財団法人国土技術セ
ンターをおいて他になく、同財団は本業務を実施しうる唯一の契約相手である。（会計法
第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3322 （財）道路環境研究所
道路環境資料作成業務１７Ｇ・
Ⅹ・１

有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年04月01日 85,050,000

本業務の遂行にあたっては、道路事業に関する自然環境保全対策技術手法に精通し、
国内・海外における野生動物保全対策事例についての広範な知識、行政的な総合的視
点を備えているとともに、オオタカの専門家等で構成される「千葉圏央道猛禽類保全対策
検討委員会」において各メンバーの意見を踏まえ柔軟に検討できる必要がある。更に、こ
れまでの委員会で参照した情報、履行の経緯、「猛禽類保護の進め方」（平成８年８月環
境庁）に基づいた秘匿すべき情報及び委員等関係者の情報等の詳細を熟知している必
要がある。財団法人道路環境研究所は「財団法人　道路環境研究所　寄付行為」第４条
（事業）に定める（１）地球環境及び自然環境と調和し、生活環境と両立する道路環境の
確保並びにそれに関連する交通に関する調査・研究、（５）文献、資料、報告書等の紹介
及び刊行、（６）研究会、講演会等の開催を総合的に行っており、道路環境の改善方策、
自然環境保全対策（オオタカを含む）等に関する豊富な経験と高度な知識を組織的に有
している。以上のことから、本業務を遂行する上で十分な能力を有する契約相手は、財団
法人道路環境研究所をおいて他になく、同財団は本業務を実施しうる唯一の契約相手で
ある。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3323 （財）道路管理センター
道路占用物件情報管理業務１７
Ｈ・０・２

有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年04月01日 8,179,500

「道路管理システム」は（財）道路管理センターを中心に道路管理者（国、東京都、特別
区、政令指定市）及び関係公益事業者（電気通信、電力、ガス、上水道、下水道、交通）と
の共同により道路の占用管理に関するシステムとして開発・運用されている大規模なプロ
ジェクトシステムであり、昭和６１年度から調査・研究を開始し、段階的に、データベースの
構築などシステムの開発・運用を行っており、既に、東京都２３区等１１政令指定市地区で
運用されている。千葉市域に「道路管理システム」を導入するにあたり、唯一、本システム
を保有・管理し、かつ、これまでのシステム開発・運用によって培った道路管理者と関係公
益事業者間の総合的調整能力を有している同センターに委託することが必要不可欠であ
る。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3324 （財）道路空間高度化機構 管内資料作成業務１７Ｆ・Ｏ・１８
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2006年02月08日 9,765,000

本業務の実施にあたっては、道路空間の有効利用や沿道環境の整備等について精通・
熟知した高度・専門的かつ広範囲な知見及び、道路法、都市計画法、建築基準法等の諸
法令の解釈運用について専門的な知識と豊富な経験が不可欠であるとともに、公共空間
における一体的なデザインの検討に際しては学識経験者からなる検討会を踏まえ、中立
性・公平性を確保する必要がある。財団法人道路空間高度化機構は、「道路と建築物等
との立体的整備」、「道路とその沿道の建築物等の一体的整備」、「道路空間等を活用し
た交通結節点等の整備」、「道路空間のバリアフリー化、その他の道路空間の有効かつ
高度な利用を図るための事業」を推進し、もって国民生活の向上に寄与することを目的に
設立された財団法人である。また、沿道との一体的な道路空間の改善に関する調査検討
など、沿道を含む道路空間の整備に関する調査研究を実施しており、高度かつ先進的な
技術と経験を有しているとともに道路空間整備に関し、有識者会議の審議も踏まえつつ
中立・公平な立場で検討を行うなど本業務の遂行に必要な要件を備えた唯一の契約対象
機関である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3325 （財）道路保全技術センター
道路施設管理検討業務１７Ｍ・
０・１３

有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2006年02月16日 10,185,000

本業務の遂行にあたっては、道路施設管理に関する高度な知識と豊富な経験を有してい
るとともに、MICHIのシステム構成・管理運用方法等について詳細に熟知していることが
必要不可欠である。財団法人道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査
研究、技術開発、システム開発整備、技術指導、情報の収集整理及び提供を行うことに
より、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢
献し、国民生活の向上に寄与することを目的として設立された公益法人である。これまで
にも関東地方整備局管内において、道路施設情報のＭＩＣＨＩへの初期整備を実施してい
るほか、道路施設の点検等に関する各種マニュアルの整備検討を実施するなど道路施
設管理に関する高度な知識と豊富な経験を有しているとともに、MICHIに係る電子情報技
術者を保有している。また、ＭＩＣＨＩの基幹システム、及びデータ入力、更新システムを唯
一保有しており、本業務の遂行に必要な用件を備えた唯一の契約対象機関である。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3326 （財）道路保全技術センター
道路管理調査検討業務１７Ｋ・０・
１

有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年08月30日 110,250,000

本業務の遂行にあたっては、調査収集したデータをこれまで蓄積されたデータ情報を基に
総合的に解析し、路面下空洞の特定を行うという極めて高度な技術と経験を必要とし、更
に探査機器等を用いた調査・解析手法等の専門的な技術及び知識が必要不可欠であ
る。財団法人道路保全技術センターは、「道路保全の技術に関する調査研究及び開発」、
「道路保全に関するシステムの開発整備」を業務としており、路面下空洞探査システムの
開発に携わり、当該業務に不可欠な車輌及び機器を用いた実用的、効率的な調査・解析
手法の確立とその運用基準の整備を行うなど道路保全技術に関する先進的な知識と経
験を有している。また、空洞柱状図の写真撮影についての特許を取得し、分析・診断等の
技術を有しており、本業務を遂行するに必要な高度な技術と経験を有する契約対象機関
である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3327 （財）日本気象協会 管理技術業務１７Ｊ・０・１
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年04月01日 11,550,000

本業務の遂行にあたっては、気象情報提供に関する高度な知識と豊富な経験を有してい
るとともに、１０分間隔での局地的な気象予報・予測に関する高度な知識と豊富な経験を
有している必要がある。財団法人日本気象協会は、気象、地象、水象（以下「気象」とい
う。）に関する科学及び技術の進歩に協力するとともに、気象の利用方法の普及並びに
指導を行うことにより気象に関する事業の発展をはかり、もって公共の福祉の増進に寄与
することを目的として設立された財団であり、これまでにも関東地方整備局管内におい
て、「気象情報提供業務」等に携わり、気象データの提供を行うなど、気象情報提供に関
する高度な知識と豊富な経験を有している。また、１６年度「管理技術業務１６J・０・１」に
携わり、千葉国道事務所管内及び周辺地域の気象情報、地震情報、台風情報及び局地
的な気象予報・予測を１０分間隔で提供するシステムの構築及び情報提供をしており、本
業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。（会計法第２９条の３第４
項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3328 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７千葉国道事務所積算補助
業務委託（単価契約）

有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年06月17日 94,652,670

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3329 （社）関東建設弘済会 厚生福祉業務委託
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年04月01日 3,339,000

履行場所は、寮という特殊性から職員との密接な関係が不可欠であり、寮母をも兼ねると
いう、極めて個人的な信頼関係に基づく業務でもある。寮生間で行政的な立場から機密を
要する会話や電話連絡等の整理をする場合もあり、情報の外部への遺漏は、業務運営
に支障を及ぼす可能性があるため、守秘義務の徹底が絶対的に要求される。また、年度
ごとに契約の相手方が変わるようでは、入寮者や近隣住民との信頼関係を築くにあたっ
て不都合が生じ、ひいては円滑な業務執行に支障をきたすことにもなる。業務の円滑な執
行を図るためには、寮生との信頼関係も継続されることや、守秘義務の徹底が可能であ
り、公平性を保てる機関、また、建設行政を理解し、信頼と十分な経験を有している相手
方との契約が も適切である。上記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の
発展に寄与することを目的に昭和４１年に設立された、公益法人である。当整備局管内に
出先機関を有し、設立当初より建設事業の援助を始め、寮等の福利厚生に関する業務も
各地で数多く行っており、信頼と実績を有し、本業務を継続的に請負い精通しているた
め、相手方として契約することは妥当と考えられる。（会計法第２９条の３第４項、予決令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3330 （社）関東建設弘済会 用地補償説明等業務１７Ｃ・Ｘ・２
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年04月11日 172,200,000

圏央道５工区については、平成１９年度供用開始を目途に平成１０年度から５－③工区の
用地買収に着手しているところである。今年度の用地取得業務は、既に用地買収に着手
している５工区全般についての継続交渉、用地測量未済箇所がある５－①、５－②工区
の境界立会並びに成果品の検証業務、土地評価作業（画地計算）、個別の補償内容の
説明等、膨大な業務量が発生する。圏央道は早期完成が強く望まれており、おおむね平
成１７年度までに用地取得を完了させなければならない状況下にある。しかしながら、緊
急的かつ集中的に用地職員を配置させることは極めて困難なため、今回、上記記載の業
務を委託しようとするものである。本業務の遂行にあたっては、業務の性質上、高度な守
秘義務とともに、公共事業及び用地補償業務に関する豊富で専門的な知識、経験、及び
信頼性を有し、業務全般にわたる迅速な処理能力が要求されるものである。上記法人は
建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目的に設立さ
れ、建設事業に関する業務の委託を行っている。国の立場を十分に理解し、用地補償業
務全般に関する豊富な専門知識、経験及び実績があるとともに、十分な処理能力や信頼
性に優れており、上記に係る本業務を迅速かつ確実に遂行できる唯一の法人と判断され
るため上記法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3331 （社）関東建設弘済会 技術業務１７Ｅ・０・１
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年04月01日 192,150,000

現場技術を遂行していくため、監理技術者は現場技術員の指揮監督を司るとともに、地
方整備局工事監督検査事務処理要領及び土木監督技術基準（案）「以下、要領及び基
準」に基づき行うものであるが、これらの基準等を理解し、実施していくには工事監督の経
験や高度な技術知識を有していなければ十分に行うことが困難である。また、施工体制
点検補助は、工事現場における施工体制の点検要領により、関東地方整備局が実施す
る施工体制点検講習会の講習修了者であることが必要である。（社）関東建設弘済会は、
現場技術に対応が可能な技術経験者を複数有しており、現場技術員の研修会を開催し
専門知識を習得させ、施工管理技術の向上を図っており、施工体制点検については施工
体制点検講習会に職員を受講させ施工体制に関する知識を取得させていることから責任
ある業務の遂行ができる団体である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入
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3332 （社）関東建設弘済会 道路管理技術補助業務委託
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年04月01日 110,250,000

道路行政における事務手続きは多岐にわたり、その対応については中立、公平性が求め
られている。特に管内出張所の管理業務は、行政相談、道路不正使用の指導、境界確定
に係わる審査、道路台帳等の整備、道路法に基づく各種申請書類の受付、審査、実施の
確認等と業務内容も多岐になること及び沿道住民等の国民との窓口対応が多いため業
務に精通し、かつ住民等との窓口対応にも熟知している必要がある。また、特殊車両通
行許可の業務は、申請者との窓口対応となるため特殊車両通行許可業務に精通し、か
つ窓口対応にも熟知していることが必要である。当該法人は研修会等を開催し、専門的
知識を習得させ技術の向上を図っており、責任ある業務の遂行ができる人材を多数有し
ている。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3333 （社）関東建設弘済会 技術業務１７Ｍ・０・１
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年04月01日 246,750,000

これらの業務を遂行していくため、監理技術者は指揮監督を司るとともに、地方整備局請
負工事監督検査事務処理要領及び土木監督技術基準（案）「以下、要領及び基準」に基
づき行うものであるが、これらの基準等を理解し、実施していくことには工事監督の経験
や高度な技術知識を有していなければ十分に行うことが困難である。（社）関東建設弘済
会は、上記の対応が可能な技術経験者を複数有していること、現場技術員の研修会を開
催し専門知識を習得させ、施工管理技術の向上を図っており責任ある業務の遂行ができ
る団体である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3334 （社）関東建設弘済会 技術業務１７Ｇ・Ⅹ・３
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年04月01日 220,500,000

これらの業務を遂行していくには、建設事業に関する技術的な知識と経験が豊富であるこ
と、資料の作成および協議調整において行政的な判断能力を有していることが必要不可
欠である。更に、意思形成段階案件等の未公開情報の収集が必須であることなどから、
業務遂行にあたっては秘密の保持および中立性と公平が求められる。当該法人は講習、
研修会等を実施し体制が整っている。（社）関東建設弘済会は、定款第３条に「建設事業
の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与することを目的とする。」と定められており
行政的な判断のもと業務遂行が可能であるとともに技術経験者を複数有している。以上
のことから、今回の業務を遂行する上で十分な能力および条件を有する契約相手は（社）
関東建設弘済会をおいて他になく、同団体は本業務を実施しうる唯一の契約相手であ
る。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3335 大成建設（株）
神明～蘇我共同溝シールド（そ
の３）工事

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2005年12月09日 882,000,000

本事業は、一般国道３５７号の既設共同溝を接続し、千葉～東京間の供給ルート及び千
葉中央港再開発事業地区への供給を確保するため、延長約５．４kmの共同溝をシールド
トンネルによる設計施工一括発注方式（デザインビルド）により整備する事業である。実施
設計完了後、固有の技術力を活用し設計されたトンネル掘削のための仮設物であるシー
ルドマシンを工場製作し、掘削、一次覆工、裏込め注入の一連の工程を繰り返しながら、
既存の地下構造物に影響を及ぼさないようにトンネル構築を行う。その後換気・分岐立坑
の接続を行い、公益施設収納用の棚の基礎及び維持管理の通路となるインバートコンク
リート及び企業隔壁を施工するものである。
平成１６年３月９日に契約手続きが行われた神明～蘇我共同溝シールド（その２）工事(以
下「（その２）工事」と言う)の発注後、関連事業及び関連機関との調整により企業隔壁、金
物設置及び関連するインバートコンクリートの施工を追加する予定であったが、資材価格
の予見しがたい高騰により追加することが困難となったため、本工事において、企業隔
壁、金物設置及び関連するインバートコンクリート等の施工を行うものである。
本工事の施工においては、シールドトンネル工事にて設置された昇降設備・坑内レール
設備等の諸設備を使用するものであり、（その２）工事とは施工が密接かつ分離不可分の
関係にある。また、民間固有技術力を活用して設計された工法、坑内設備、換気設備等、
施工に必要な大半の仮設備を施工中の工事で使用し、かつ、当該仮設物の使用時にお
いて、温湿度、施工荷重等の変動等の詳細な仕様を判断することが、安全な構造物を構
築し、施工の安全性を確保するうえで不可欠である。
よって、本工事の施工にあたっては現施工業者以外は固有技術力の判断の詳細を事実
上知り得ないため、一貫した判断に基づき、安全なトンネルを施工できるのは、現施工業
者に限られることから随意契約を締結することがもっとも適切である。（会計法第２９条の
３第４項、国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令第１３条第１項）

その他のもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

3336 東京電力（株） ３～４月分電気料
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年04月28日 3,173,408

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3337 東京電力（株） ４月分電気料
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年05月11日 1,315,178

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3338 東京電力（株） ３～５月分電気料
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年05月17日 8,916,710

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3339 東京電力（株） ４～５月分電気料
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年05月31日 2,203,038

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3340 東京電力（株） ４～５月分電気料
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年06月13日 9,848,019

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)
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3341 東京電力（株） ５～６月分電気料
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年06月27日 3,025,597

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3342 東京電力（株） ５～７月分電気料
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年07月12日 10,919,111

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3343 東京電力（株） ６～７月分電気料
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年08月02日 3,934,330

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3344 東京電力（株） ６～８月分電気料
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年08月16日 9,652,862

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3345 東京電力（株） ７～８月分電気料
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年08月30日 1,972,002

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3346 東京電力（株） ７～８月分電気料
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年09月13日 10,544,410

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3347 東京電力（株）
８～９月分電気料及び１７年上期
共架料

有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年10月04日 4,172,718

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3348 東京電力（株） ８～９月分電気料
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年10月12日 9,072,486

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3349 東京電力（株） ９～１０月分電気料
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年11月15日 10,514,124

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3350 東京電力（株） １０～１１月分電気料
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年11月29日 2,915,646

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3351 東京電力（株） １０～１１月分電気料
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年12月06日 1,904,531

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3352 東京電力（株） １０～１２月分電気料
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2005年12月20日 10,469,729

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3353 東京電力（株） １１～１２月分電気料
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2006年01月04日 1,347,884

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3354 東京電力（株） １１月～１２月分電気料
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2006年01月11日 3,671,439

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3355 東京電力（株） １１～１２月分電気料
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2006年01月17日 8,174,052

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3356 東京電力（株） １２～１月分電気料
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2006年01月30日 1,387,266

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3357 東京電力（株） １２～１月分電気料
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2006年02月15日 8,804,447

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3358 東京電力（株） １～２月分電気料
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2006年02月21日 5,316,571

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3359 東京電力（株） １～２月分電気料
有田幸司　千葉国道事務所　千葉県千
葉市稲毛区天台５－２７－１

2006年03月08日 8,390,550

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)
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3360 （財）海洋架橋・橋梁調査会 湾岸地域道路検討業務１７Ｋ１３
石川直幸　東京湾岸道路調査事務所
千葉県船橋市浜町２－５－２

2005年10月06日 24,360,000

　本業務は、東京湾環状道路等の今後の道路計画の基礎資料とするため、国内外にお
ける海洋架橋プロジェクトの事業手法、評価手法及び意思決定システムの事例等につい
ての調査・分析結果を基に、東京湾環状道路への適用可能な事業手法等について検討
を行うものである。
　本業務の遂行にあたっては、国内外における海洋架橋プロジェクトの事業手法、設計、
施工技術等に関する高度な知識と豊富な経験を有している必要がある。  財団法人海洋
架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境その他の問題に
ついての調査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることによって、
国民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを目的として設立され、海洋架橋に関
する計画、設計、施工法等の調査、研究及び開発や、海洋架橋その他の橋梁に関する海
外事情の調査及び国際協力などの事業を行っている財団である。これまでにも、海峡横
断道路プロジェクト等の道路整備や事業手法の検討及び長大橋の技術的検討を行うとと
もに、海外における海洋架橋の事業手法、設計、施工等技術に関する調査等を行うなど、
国内外の海洋架橋プロジェクトの事業手法等に関する高度な知識と豊富な経験を有して
いることから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。
   よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第３号」の
規定により、財団法人海洋架橋・橋梁調査会と随意契約を締結するものである。

問題があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3361 （財）計量計画研究所 交通連携調査１７Ｋ１０
石川直幸　東京湾岸道路調査事務所
千葉県船橋市浜町２－５－２

2005年08月08日 13,650,000

本業務の遂行にあたっては、首都圏に存在する国際空港、国際港湾等の特性を捉えた
物資流動調査等の交通行動データの分析等に関する高度な知識と豊富な経験を有して
いるとともに、首都圏の社会・経済データに基づいた都市部における道路網整備の策定
に関する高度な知識と豊富な経験を有している必要がある。
 財団法人計量計画研究所は、我が国及び諸外国の政治、経済、社会事象の数量的な調
査研究を行い、我が国、諸官庁を始め、諸企業の合理的政策決定及び科学的計画に関
する知識普及に寄与することを目的に設立された財団である。これまでに道路交通セン
サス調査に関する全国の集計・解析や東京都市圏パーソントリップ調査、物資流動調査
に関する全国の集計・解析などの物流・人流に関する調査の企画から実施、解析に至る
業務、将来交通需要の推計をはじめとして数多くの交通量調査、予測業務を行うなど、交
通行動データの分析等に関する高度な知識と経験を有している。また、諸外国における
道路整備方針や状況などを調査するとともに、国際競争力強化に資する道路ネットワーク
の検討を行っており、新たな視点に立った道路計画のあり方等を政策的かつ実証的に調
査検討するうえでの高度な知識と経験を有していることから、本業務を遂行するに必要な
要件を備えた契約対象機関である。
 よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定によ
り財団法人計量計画研究所と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3362 （財）計量計画研究所 道路検討業務１７Ｃ１３
石川直幸　東京湾岸道路調査事務所
千葉県船橋市浜町２－５－２

2005年06月03日 70,035,000

 　本業務の遂行にあたっては、地球温暖化防止のための道路施策や地球温暖化原因物
質の排出量推計方法、施策効果の推計方法等について高度で専門的な知識と豊富な経
験が必要であり、また、有識者等によるシンポジウムを企画・運営した豊富な経験を有し
ている事が必要である。
　財団法人計量計画研究所は、我が国及び諸外国の政治・経済・社会事象の数量的な
調査研究を行い、我が国諸官庁を始め諸企業の合理的政策決定及び科学的計画に関す
る知識普及に寄与することを目的に設立された財団である。
  同法人は、道路交通から排出される二酸化炭素の基礎となる交通需要特性及びその分
析に関し、これまで国土交通省道路局における道路交通センサスの企画から実施、解析
に至る業務、将来交通需要の推計をはじめとして数多くの交通量調査・予測業務を行って
いる。また、東京都をはじめとして幾多の行政機関より二酸化炭素等の発生に関する業
務委託を受けるなど、大気・地球環境分野及び道路交通分野の双方について豊かな情報
収集能力、技術、知識及び経験を有している。さらに、道路交通計画に関する調査研究
及び世界の道路行政の動向に関する調査研究を長年に渡り業務とし、これまでの調査研
究活動の中で、二酸化炭素削減に向けた道路施策に関する海外事例収集の実績に加
え、これを専門分野とする有識者との交流がある。以上のことから、本業務を遂行するに
必要な要件を備えた契約対象機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により財団法人計
量計画研究所と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入
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3363 （財）計量計画研究所 道路検討業務１７Ｃ２２
石川直幸　東京湾岸道路調査事務所
千葉県船橋市浜町２－５－２

2005年12月26日 23,835,000

本業務の遂行にあたっては、首都圏の交通需要及び都市交通計画に関する知識に精
通・熟知し、行政の合理的な政策決定に関する知識を有すること、及び道路施策の効果
把握方法について精通・熟知していることが必要不可欠である。
財団法人計量計画研究所は、「我が国及び諸外国の政治・経済・社会現象の数量的な調
査研究を行い、我が国諸官庁をはじめ諸企業の合理的な政策決定及び科学的計画に関
する知識の普及に寄与すること」を目的として設立された財団法人であり、都市交通計画
に関連する調査・研究及び政策提言を展開してきており、首都圏の道路交通及び政策決
定について、高度な知識と豊富な経験を有している。
また、「合意形成プロセスに関する研究」等、交通計画の新たな方向に関する自主研究を
実施しており、ユーザー、住民との合意形成や効果把握について高度な知識と豊富な経
験を有していることから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定によ
り財団法人計量計画研究所と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3364 （財）国土技術研究センター 湾岸地域道路検討業務１７Ｋ１２
石川直幸　東京湾岸道路調査事務所
千葉県船橋市浜町２－５－２

2005年09月27日 20,580,000

  本業務の遂行にあたっては、地域特性や各種プロジェクト等を考慮して計画される道路
整備計画の検討に関する高度な知識と豊富な経験を有しているとともに、過年度におけ
る東京湾環状道路等の検討内容や、学識経験者等で構成されるアドバイザー会議での
審議内容等について詳細に熟知している必要がある。
  財団法人国土技術研究センターは、わが国における建設技術発展の支柱となり、国と
社会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合的、かつ、効果的に行うととも
に、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、もって国民
福祉の向上に寄与することを目的とし、地域整備、都市整備、大規模プロジェクト等の構
想及びマスタープラン等の立案並びにこれらに必要な調査研究等を行っている財団法人
である。これまでに全国各地における地域の道路整備のあり方や道路整備の評価手法に
ついての検討を行う等、道路整備計画の技術的な検討や委員会運営を含めた総合的な
検討に関する高度な知識と豊富な経験を有しており、本業務を遂行するに必要な要件を
備えた契約対象機関である。
  よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第３号」の
規定により、財団法人国土技術研究センターと随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

3365 （財）先端建設技術センター 湾岸地域道路検討業務１７Ｋ７
石川直幸　東京湾岸道路調査事務所
千葉県船橋市浜町２－５－２

2005年08月08日 13,020,000

　本業務の遂行にあたっては、長大道路トンネルの設計・施工等に関する専門的かつ高
度な知識と豊富な経験を有しているとともに、海底部道路トンネルに関する先端建設技
術、新工法技術等の幅広い知識を有している必要がある。また、平成１５年度の学識経
験者等で構成される「トンネル設計検討アドバイザー会議」での審議内容等について詳細
に熟知している必要がある。
 財団法人先端建設技術センターは、建設事業に係る先端的な技術に関する調査研究、
開発及び普及を図ることにより、国土基盤整備の推進を図り、もって国民生活の安定と向
上に資することを目的として設立された財団である。これまでにも、大和北道路計画の道
路トンネル（Ｌ＝約３．７ｋｍ）における長大トンネル検討業務や国道３５７号東京港トンネ
ルの設計・施工等に関する検討においては高度な施工を可能にするＴＣ（技術協力者）制
度を活用し実施しており、海底道路トンネルの設計・施工等に関する専門的かつ高度な
知識と豊富な経験を有している。また、同法人は、平成１５年度から発足した「トンネル設
計検討アドバイザー会議」での審議内容を詳細に熟知しており、本業務を遂行するに必
要な要件を備えた契約対象機関である。
　よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4第3号により、財団法
人先端建設技術センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

3366 （財）道路空間高度化機構 交通連携調査１７Ｃ８
石川直幸　東京湾岸道路調査事務所
千葉県船橋市浜町２－５－２

2005年06月03日 23,782,500

　本業務の遂行にあたっては、関係法令の熟知、関係機関の基礎資料の蓄積及び道路
整備と一体となった「道路空間等を活用した交通結節点等の整備」に関わる高度で専門
的な知識と豊富な経験を有していることが必要である。
　財団法人道路空間高度化機構は、道路空間高度化事業の事業化に関する基礎的な調
査研究及び技術の開発をはじめ、道路空間の有効かつ高度な利用を図るための事業の
推進について、関係法令に基づく調査・検討業務、研究活動を実施しており、本業務と直
接関わりのある「道路空間等を活用した交通結節点等の整備」については、寄付行為第３
条（目的）に規定されている。
　これまでにも、国土交通省各地方整備局の管内において数多くの検討業務を手がけ、
全国的な業務の掌握や幅広い知見を有し、高い専門的見識を組織的に有する公益法人
であり、さらに、昨年度に本業務の基礎となる「道路検討業務１６Ｃ・４・１９」を実施してい
ることから、本業務内容を熟知している。これらのことから業務の実効性を高めるために
必要な関係機関との連絡調整や、協議運営等に顕著な能力を持つものである。
　以上のことから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。
よって、会計法２９条の３第４項、予算決算会計令第１０２条の４第３号の規定により財団
法人道路空間高度化機構と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入
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3367 （財）日本地図センター 道路資料作成業務１７Ｃ１５
石川直幸　東京湾岸道路調査事務所
千葉県船橋市浜町２－５－２

2005年08月29日 12,075,000

本業務の遂行にあたっては、明治時代から現在に至るまでの地形図や空中写真を比較
判読した上でわかりやすく解説するため、地図の読図及び空中写真の判読において高度
で専門的な知識と豊富な経験が必要であり、また空中写真の状態をきめ細かく分析する
能力を有している必要がある。さらに、可視的に把握できる地誌を作成するため、地域の
歴史的変遷に関する調査に対し豊富な経験と資料収集能力を有している必要がある。
　財団法人日本地図センターは、内外の地図を広く収集・管理し、地図に関する情報サー
ビスを総合的に行うとともに、国土の開発保全に関する各種情報の地図化等地図に関す
る調査、研究等を行うことを目的として設立された財団である。
　同法人は国土地理院から空中写真の複製頒布を唯一委託されており、国土地理院所
蔵の空中写真（明治初期から現在迄）の状態を熟知し、更に長年に渡り判読して来た経
験及び分析能力を有している。また、日本各都市の明治・大正・昭和中期から現代までの
発展過程を、各年代の地図を表示することにより可視的に表現する調査研究を幅広く行
い、地図で見る都市の変遷をまとめた「四国四都」を発行している実績もある。以上のこと
により、本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より財団法人日本地図センターと随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3368 （社）関東建設弘済会 賄及び清掃業務
石川直幸　東京湾岸道路調査事務所
千葉県船橋市浜町２－５－２

2005年04月01日 5,040,000

  本業務の履行にあたっては、それぞれの寮の秩序、建物の構造、機械設備等の特殊事
情を熟知していることは勿論のこと、ゴミ問題、防犯等地域との関連性から豊かな経験と
信頼を有することが不可欠である。
  また、寮の管理を行うにあたっては、居住する職員のプライバシーや職員が従事する業
務内容に触れる機会も多く、秘密保持が大きなウエイトを占めることとなる。
  同法人は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目
的に、昭和４１年に設立された公益法人であり、千葉市県内に出先機関を有し、設立当初
より建設事業をはじめ、寮等の厚生福祉等に関する業務も各地で数多く実施している機
関である。
  以上のように、本業務の使命を果たすために必要な信頼と実績を有し、かつ誠実できめ
細やかな対応のとれる体制を備えている者は、同法人をおいて他になく、同法人と随意契
約を締結するものである。
適用条項　会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3369 （社）関東建設弘済会 資料作成業務１７Ｃ３
石川直幸　東京湾岸道路調査事務所
千葉県船橋市浜町２－５－２

2005年04月01日 24,675,000

  本業務の履行にあたっては、道路事業における道路計画、構造等の技術的内容を理解
していること、道路法、都市計画法等の関連する法令に精通していることが必要なことは
もとより、本業務内において作成する資料が行政判断を行う際の意思形成段階のもので
あること、関係行政機関等からの情報収集が必須であることなどから、秘密の保持、図書
の遺漏防止、行政上の配慮やノウハウが必要な特殊な業務である。
   社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展
に寄与することを目的とした事業を実施しており、道路計画、構造等に関する技術力を有
している。また、関連する法令の運用等を身につけた職員を擁するとともに、積極的に内
部教育研修を実施するなど、本業務に必要な専門的かつ豊富なノウハウを有する人材を
多数保有している公益法人である。
   また、同法人は公益法人として、営利を目的としない公益に関する事業を行う法人であ
ることから、行政内部での検討調整のための資料作成を行う特殊な業務の履行に必要な
条件を満たしていると判断できる。
   よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、上記法人
と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3370 （社）交通工学研究会 道路輸送調査１７Ｋ５
石川直幸　東京湾岸道路調査事務所
千葉県船橋市浜町２－５－２

2005年06月17日 35,490,000

　本業務の遂行にあたっては、交通工学に関する豊富なデータや情報の蓄積、知識が必
要であることはもとより、特に欧米諸国の交通事情に精通し、諸外国交通特性の解析・危
険物輸送政策等について交通工学的な視点での高度な知識と経験が必要である。さら
に、学識経験者等による研究会を設置して東京圏の道路行政のあり方に関する調査研
究を行う極めて特殊な業務であり、高度な中立性、公平性を有している必要がある。
　社団法人交通工学研究会は、「交通工学の研究の促進と交通に関する技術の向上普
及により、道路交通の安全と円滑化及び環境との調和を図り、もって公共の福祉の増進
に寄与することを目的」として設立された法人であり、これまでにも関東地方整備局等に
おける「東京圏の貨物車交通に関する研究業務」、「大都市交通問題対策検討」等交通工
学に関する新たな取組に先進的に携わるとともに、「交通工学に関する図書の出版、翻
訳、及び図書・文献等資料の収集、管理」「国際会議に対する協力」を行うなど交通工学
の研究に関する情報の蓄積と知識を有することはもとより、諸外国の交通工学的な視点
にたった高度な知識と経験を有している。
　また、中立的・公平性の観点での学識経験者等による各種委員会・研究会形式による
業務実績も豊富であり、平成１５年度から発足した研究会を継続していく上でも、本業務を
遂行するのに必要な要件を備えた契約対象機関である。
  よって、会計法２９条の３第４項、予算決算会計令第１０２条の４第３号の規定により社団
法人交通工学研究会と随意契約をするものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入
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3371
八千代エンジニアリング
（株）

圏央道環境調査１７Ｃ１
石川直幸　東京湾岸道路調査事務所
千葉県船橋市浜町２－５－２

2005年04月13日 59,640,000

　本業務の遂行にあたっては、以下の内容を踏まえて実施することが必要である。
　①稀少猛禽類は地域毎・個体毎に生態・性格が異なるので、当該地域に生息が確認さ
れている稀少猛禽類に負荷を与えないためには、当該地域の稀少猛禽類の生態・性格を
理解していることが必要なこと。
　②種の保存の観点から稀少猛禽類の営巣個所が明らかにならないような配慮が必要で
あり、そのために地域状況を十分に理解している必要があること。
　③特に冬から初夏にかけては調査上重要である稀少猛禽類の繁殖期で、この時期に業
者（現地調査の実施者）が変更となった場合、当該地域の稀少猛禽類の生態・性格を把
握できないままの調査となる可能性があり、調査内容にばらつきが生じる可能性があるこ
と。
　④環境影響評価準備書の作成に際しては、現地調査結果を踏まえた予測・環境保全措
置の検討・評価を実施するため、過年度に実施した現地調査結果についても熟知してい
る必要がある。
　八千代エンジニヤリング株式会社は、平成１１年度より当該地域の稀少猛禽類について
調査を実施してきており、当該地域の稀少猛禽類の生態・性格を熟知しているとともに地
域状況等を十分に理解している。さらに、環境影響評価の実施にあたり指導を受けている
有識者から、今までに直接指導を受けていることから、本業務を的確かつ効率的に遂行
できる唯一の対象機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、八千代エ
ンジニヤリング株式会社と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、プロポ
に移行)
公募手続を導入

3372
（財）リバーフロント整備セン
ター

Ｈ１７緊急用船着場等利活用検
討業務

岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年08月02日 27,825,000

本業務は、荒川の緊急用船着き場の水上交通としての利活用方策を検討するものであ
る。検討にあたっては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、全国での舟運
に関わる情報を保有し、その課題、課題に対する対策等を体系的に整理したデータを保
有している必要があるが、そのようなデータを有しているのは当法人が唯一である。また、
検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満たすのは当
該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3373
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度　荒川下流水辺空
間再生計画検討業務

岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年10月17日 50,085,000

本業務は、荒川で残された水辺自然環境の保全対策の検討を行うものである。検討にあ
たっては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、河川生態について全国の情
報を保有し、そのデータから河道特性と河川生態についての関係を体系的に整理した
データを保有している必要があるが、そのようなデータを有しているのは当法人が唯一で
ある。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満
たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3374
（財）リバーフロント整備セン
ター

河川案内システムフォローアップ
業務

岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年08月02日 31,185,000

本業務の遂行にあたっては、水辺空間の利用状況について調査し、調査結果を踏まえ
て、水辺空間に関する情報提供の手法をとりまとめた河川案内システムに関する技術を
改良するための知識等が求められる。
　上記法人は、水辺空間の利用に関する調査研究及び技術開発を行うとともに、水辺空
間に関する広報及び情報提供並びに提言、指導及び企画立案を行うなど、当該分野の
先駆者的地位を有している。また、本河川案内システム作成指針に係る過去の業務を通
じて、同指針のこれまでの検討経緯についても熟知している。
　以上のことから、上記法人は本業務内容を円滑かつ的確に実施できる唯一の法人であ
り、他との競争に付することができない。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号を適用
し、随意契約を行うものとする。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行（１９年
度以降総合評価方式による一般
競争に移行）

3375
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度　荒川下流沿川整
備推進方策検討業務

岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年07月04日 69,825,000

本業務は、荒川における高規格堤防整備の推進方策を検討するものである。高規格堤防
は、都市整備と河川整備とが一体となった整備であり、それぞれの制度に精通しているだ
けでなく、共同事業実施上の課題や様々な問題に対しての対処策を把握している必要が
ある。検討にあたっては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、今日までの
高規格堤防整備の事例データを保有し、そのデータからあらゆる課題及びその対応方策
を分析、整理してデータとして保有している必要があるが、そのようなデータを有している
のは当法人が唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であ
り、これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項予決令
第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入
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3376 （財）河川環境管理財団
平成１７年度荒川河川環境教育
支援検討業務

岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年04月01日 29,400,000

本業務の履行にあたっては、全国の河川学習に関する豊富な知識と、情報収集・提供等
に関する総合的な情報を有し、また、川に関する学識経験者や関係機関との連絡調整能
力が要求される。　財団法人河川環境管理財団は、河川環境の保全、整備及び総合的な
調査研究並びに河川、ダム等に関する調査・試験・研究に対する助成等を行い、もって国
民の生活環境の向上に寄与することを目的として設立された公益法人である。　当法人
は、発足以来、河川環境等に関する豊富な知識を活かして、河川環境教育の推進、河川
愛護思想の普及・啓蒙等を行うなど、地域の自然と水文化に根ざした川づくり、地域に親
しまれる川づくりを実践している。　また、当法人は、子供達の自然離れが進む中、水辺
に子供の賑わいを復活し、次世代を担う子どもの水辺に関する情報の収集・提供や川の
指導者などの人材情報の提供を全国を対象に行う唯一の組織「子どもの水辺サポ－トセ
ンタ－」の運営を行っており、本業務に必要とされる要件を満足させる唯一の機関であ
る。　以上から、会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
にに基づき、随意契約を行うものである。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4
第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行(Ｈ19年
度以降、総合評価による一般競
争に移行)

3377 （財）河川情報センター
平成１７年度流域情報交流手法
検討業務

岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年04月01日 39,270,000

　本業務は、荒川知水資料館運営の一環として、流域情報交流手法の検討を行うもので
ある。当該財団は、河川資料館の構想、計画、運営について、代替性のない特定の研究
成果をとりまとめて、手引き書を出版している。本業務はこの研究成果を用いるものであ
る。また、当該財団は流域の大量の情報を交流させることについて、他に類を見ない経験
と代替性のない特定の知識を有する唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項予決令
第１０２条の４第３項） 見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3378 （財）河川情報センター
平成１７年度荒川下流危機管理
演習検討業務

岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年09月26日 13,755,000

自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理を行えるようにするために
は、シナリオのない状況の中で臨機の判断等の対処能力を向上させるための訓練が不
可欠である。ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプレーヤーに分
かれ、コントローラーから付与される状況に応じてシナリオを知らされていないプレーヤー
がその場で判断し行動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法であ
る。当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について著作権を有している。ま
た、災害対応について、経験と代替性のない特定の知識等を有する演習実施組織を擁す
る唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの

①一般競争入札等に移行するた
めの準備に時間を要するもの
(6,855千円、Ｈ１９年度以降に一
般競争入札に移行)
②随意契約によらざるを得ない
もの(6,900千円)

3379 （財）河川情報センター
平成１７年度都市型水害に関す
る意識調査業務

岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2006年01月16日 7,980,000

本業務の遂行にあたっては、住民への災害情報等の有効な情報伝達方策等に資するこ
とを目的とすることから、その調査項目や調査対象範囲、調査方法等について、また集計
に関する解析手法や今後に向けた課題の提言等について包括的な技術力を必要とする
とともに、過去の水害に関する発災要因や被害状況、その時々の公的機関の対応や住
民の反応等の様々な情報を有し、かつ、破堤・氾濫等の緊急時における減災、復旧対策
等水害に対する高度な知識を必要とする。
　上記法人は、河川管理者が持つ河川・流域に関する情報を迅速・確実に防災機関や国
民に提供するため、日頃から河川・流域情報の収集、処理・加工、解析、保管及び提供に
関する調査研究及び技術開発を行い、災害に関わる情報管理及び情報提供の手法を確
立しており、水災害における被害の軽減及び危機管理体制等についても熟知している。
　また、同法人は、高知県西南部豪雨災害や東海豪雨災害及び新潟豪雨災害等、全国
の豪雨災害について同様な業務の実績がある。
　以上のことから、上記法人は本業務内容を円滑かつ的確に実施できる唯一の法人であ
り、他との競争に付することができない。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号を適用
し、随意契約を行うものとする。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行(H19年
度以降総合評価による一般競争
に移行）

3380 （財）国土技術研究センター
平成１７年度自律移動支援シス
テム導入検討業務

岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年12月20日 12,810,000

本業務の実施にあたっては、歩行者支援情報提供に関する幅広い知識と高度な技術が
必要であり、バリアフリーを基本として健常者及び障がい者も含めた歩行者の自律移動
支援サービスの検討、自律移動支援に関する社会実験、システム設計と開発に関する調
査・研究を行い、専門的かつ高度な技術・知識を有し、多くの業務経験が必要である。
　（財）国土技術研究センターは、わが国における建設技術発展の支柱となり、新しい建
設技術の活用と普及を目的に設立された公益法人である。上記法人は、「交通バリアフ
リー」に長年携わっているとともに平成１６年度から国土交通省を始め政府で取り組んで
いる「自律移動支援プロジェクト」にも携わっており、専門的かつ高度な技術と経験を有し
ていることから、本業務に求められる新しい建設技術に関する種々の知見と公正な判断
能力を有している。
　以上のことから、上記業者は本業務内容を円滑かつ的確に遂行できる唯一の法人であ
り、他との競争に付することができない。よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号を適用し、随意契約を行うものとする。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3381 （財）国土技術研究センター
平成１７年度　荒川下流部堤防
整備検討業務

岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年06月10日 38,535,000

本業務の遂行にあたっては、堤防の被害に関する調査や分析事例の蓄積があり、河川
堤防の構造や特性に関する高度で専門的な知識を有するとともに、堤防整備の推進にお
いて行政的視点からの豊富な経験が必要とされるものである。　上記法人は、新しい建設
技術に関する調査研究を総合的、かつ、効果的に行うとともに、新しい建設技術の活用と
普及を行うことを目的とし、河川等の整備、利用、保全その他の管理に関し、特に高度か
つ総合的な建設技術を要する調査研究を主な事業として設立された財団であり、我が国
初の工学的に体系化された堤防の設計手法である「河川堤防設計指針」の策定及び同
指針の解説書である「河川堤防の構造検討の手引き」作成に主体的に携わっている。
以上のことから、上記法人は本業務内容を円滑かつ的確に実施できる唯一の法人であ
り、他との競争に付すことができない。　よって、会計法２９条の３第４項及び予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号を適用し、随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

3382 （財）日本気象協会 平成１７年度気象情報提供業務
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年04月01日 4,074,000

業務の遂行に当たっては、気象予報、地震情報を定時・臨時に的確に通報するための予
報技術と、情報集配信技術に関する高度な専門知識と技術が必要である。また豊富な気
象データを蓄積し、かつ精緻な降雨予測を行うことが本業には不可欠である。
上記法人は、気象の利用方法の普及並びに指導を行うことを目的に設立されたものであ
り、長年にわたり気象に関する観測・予報及び調査研究に関わり、豊富な気象観測資料
を蓄積し、データの解析等に精通し、情報配信を行っている機関である。また国内では、
超短時間降雨予測を行える唯一の機関でもある。
　以上のことから、上記法人は本業務内容を円滑かつ的確に実施できる唯一の法人であ
り、他との競争に付することができない。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号を適用
し、随意契約を行うものとする。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3383 （財）日本気象協会
平成１７年度防災気象情報提供
業務

岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年04月01日 2,394,000

本業務の遂行にあたっては気象に関する高度な技術及び公平中立な立場での情報提供
体制が不可欠である。　上記法人は、気象、地震、水象に関する科学及び技術の進歩に
協力すると共に、気象の利用方法の普及並びに指導を行うことにより気象に関する事業
の発展を図り、もって、公共の福祉の増進に寄与することを目的に設立され、現在、市区
別エリアを対象とした局地的な異常気象の監視用として独自の観測網を所有するとともに

新の学理による予測技術開発し、市区別の高精度な雨量予測等をオンラインで提供し
ている唯一の公的機関である。　よって、本業務は上記法人と会計法第２９条の３第４項
（予決令第１０２条の４第３号）により、随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3384 （社）ダム・堰施設技術協会
管内ゲート設備の危機管理対策
検討業務

岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年11月08日 14,385,000

本業務は、洪水時等の非常時に，ｹﾞｰﾄ設備の機能が喪失した場合の，危機対応につい
て設備面や操作面の対策を検討するとともに，危機管理対策ﾏﾆｭｱﾙの作成を行うもので
あり、ゲート設備に係わる技術基準やその策定経緯に精通する等多くの知識と高度な技
術力が必要である。また本業務の実施にあたっては、ゲート設備に関する広範な情報を
必要とするが、これらのデータを体系的に保有し収集する必要がある。さらにマニュアル
化にあたっては、特定の技術や企業からは異なる公平かつ中立な立場での実施が必要
不可欠である。上記の条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４
項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続を導入

3385
（社）雨水貯留浸透技術協
会

新河岸川流域水循環マスタープ
ラン検討業務

岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年07月15日 41,475,000

本業務は、新河岸川において、水循環に関するモデル地区での計画やモニタリング計画
等から構成されるアクションプランを作成するための検討を行うものである。また、本業務
を実施するにあたっては、雨水貯留浸透技術に関する広範なデータを必要とし、これらの
データを体系的に保有し収集する必要がある。さらにアクションプラン策定にあたっては、
特定の技術や企業からは異なる公平かつ中立な立場での実施が必要不可欠である。上
記の条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２
条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続を導入

3386
（社）河川ポンプ施設技術協
会

浄化導水設備維持管理手法の
検討業務

岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年08月01日 20,475,000

本業務は、ポンプ設備の状態を傾向管理することによる維持管理システムの改善を検討
する業務であり、揚排水ポンプ設備や排水機場に係わる技術基準や設計指針、点検整
備要領やその策定経緯に精通する等幅広く、多くの知識と高度な技術力が必要である。
また本業務の実施にあたっては、ポンプ設備に関する広範な情報を必要とし、これらの
データを体系的に保有し収集する必要がある。さらに検討にあたっては、特定の技術や
企業からは異なる公平かつ中立な立場での実施が必要不可欠である。上記の条件を満
たすのは当該財団以外にない。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続を導入
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3387 （社）関東建設弘済会 管内河川巡視等業務委託
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年04月01日 37,590,000

本業務の実施においては、河川法や建設行政等に関する知識と豊かな河川管理の経験
を有することと共に、洪水時の河川管理施設等の点検と水防活動等の点検の情況把握
の実務経験を有する事が不可欠である。上記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、
もって国土開発の発展に寄与する事を目的に設立された公益法人であり、本業務の所期
の目的達成のため河川巡視員研修の実施や「河川巡視のしおり」の作成等を行って、河
川巡視員の技術向上に努めると共に、情況把握を迅速的確に行うため、河川情報セン
ター端末機を整備し現地において総合実施訓練を行い河川情況把握に関する高度な知
識をもった技術者を多数有している。　本業務の履行にあたっては、河川管理の確かな経
験と河川技術の知見のある同法人においてはない。　よって、会計法第２９条の３第４項、
予決令第１０２条の４第３号の規定により、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3388 （社）関東建設弘済会 入札・契約関係等窓口対応業務
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年04月01日 4,725,000

本業務の遂行にあたっては、関東地方整備局の文書管理及び契約業務に関する取扱い
等に熟知していること、窓口業務を行なううえで広く行政的視野に立った知識と経験を有
していることが必要である。さらに、管理する情報には関東地方整備局に登録された有資
格業者に関する情報等や企業の利害に直接関係するものもあることから、その取扱いに
関しては中立的な立場であることはもちろんのこと、国土交通行政に精通した人材を有
し、かつ、過去の業務実績及び業務遂行の誠実性を勘案する必要がある。　上記法人
は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目的に設立
された公営法人であり、本業務実施に必要な行政事務に関する豊富な経験と専門知識を
有する優れた職員を多数擁しており、過去においても同様な業務を多数実施している。
よって、本業務の目的を達成できる唯一の法人である上記法人と会計法第２９条の３第４
項、予決令第１０２条の４第３号の規定により随意契約を行なうものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3389 （社）関東建設弘済会
荒川下流河川管理施設等情報
処理業務

岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年04月01日 29,400,000

本業務の実施においては、河川法や建設行政等に関する知識と豊かな河川施設管理の
知識を有すると共に、水質事故の情報提供時等緊急時の適切な対応など実務経験を有
することが不可欠である。上記法人は建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の
発展に寄与する事を目的に設立された公益法人であり、本業務の目的達成のための研
修の実施を行うなど、高度な知識を持った技術者を多数有している。本業務の履行にあ
たっては、河川管理の確かな経験と河川技術の知見のある同法人をおいてはない。よっ
て、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規則により、上記法人と随
意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3390 （社）関東建設弘済会 清掃賄業務委託
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年04月01日 3,066,000

本業務を実施するに当たっては、機密を要する会話をする場合もあり、その履行場所を考
慮すると、外部者に情報等がもれた場合、業務運営に重大な支障を及ぼす可能性がある
ため、業者選定にあたっては信用度が重要な選定要件である。　上記法人は、建設事業
の円滑な推進を図ることを目的として設立された法人で行政内容に精通しており、その立
場上営利を目的とせず、公平性が保て、また類似業務の経験も豊富で、信頼できる法人
である。　本業務を遂行するに当たっては、上記法人と契約する以外には初期の成果が
期待できず、競争に付することができない。　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号の規程により随意契約をするものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3391 （社）関東建設弘済会
岩淵出張所及び監督官施工現
場技術業務委託

岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年04月01日 116,550,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通
じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は
法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この
業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3392 （社）関東建設弘済会
小名木川出張所現場技術業務
委託

岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年04月01日 44,100,000

本業務を遂行するにあたっては、建設事業に関する広範囲な知識と技術力及び豊富な経
験が必要であるとともに、公共事業の公正な執行と信頼性確保の観点から、業務上知り
得た情報の守秘、業務上接触のある関係住民、工事関係者等に対する中立・公平性及
び信頼性の確保が必要である。上記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土
発展に寄与することを目的として設立された公益法人であり、本業務の目的を達成するた
めの公益性と経験豊富な技術者を多数有しているとともに、実績が多く信頼性も高いこと
から、本業務を適確に遂行できる唯一の法人であり、他との競争に付することができな
い。よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）により上記法人と随
意契約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
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（円）

随意契約によることとした理由
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3393 （社）関東建設弘済会
荒川下流河川事務所積算補助
業務委託単価契約（第２四半期
分）

岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年11月25日 2,439,937

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3394 （社）関東建設弘済会 機械課現場技術業務委託
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年04月01日 15,750,000

本業務の履行にあたっては、建設事業に関する広範囲な知識と技術力及び豊富な経験
が必要であるとともに、公共事業の公正な執行と信頼性確保の観点から、業務上知り得
た情報の守秘、業務上接触のある関係住民、工事関係者等に対する中立・公平性及び
信頼性の確保が必要である。上記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土発
展に寄与することを目的として設立された公益法人であり、本業務の目的を達成するため
の公益性と経験豊富な技術者を多数有しているとともに、実績が多く信頼性も高いことか
ら本業務を遂行できる唯一の法人であり、他との競争に付することが出来ない。よって、
会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号に基づき、随意契約を行うもので
ある。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3395 （独）都市再生機構
新河岸一丁目地区高規格堤防
事業化検討業務

岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年06月15日 57,120,000

本業務の遂行にあたっては、工業専用地域という地区の特性にふさわしい土地利用の増
進を図り、併せて高規格堤防事業との共同事業において実現可能な事業計画を策定す
る必要がある。そこで、同様の用途地域についての経験を有し、事業主体としての判断、
並びに高度な専門技術が必要不可欠である。上記法人は、地方公共団体、民間事業者
等との協力及び役割分担の下に、大都市地域等における健康で文化的な都市生活及び
機能的な都市活動の基盤整備として移住環境の向上及び都市機能の増進を図るための
市街地の整備改善を行うことを目的として設立された法人であり、工業専用地域における
土地区画整理事業の実績として「蘇我臨海土地区画整理事業（事業計画認可Ｈ１５．２）」
がある。また、昨年度から実施している「平成１６年度　新河岸地域高規格堤防事業化検
討業務」においては、当地区の事業化に向けた基礎調査を実施している。以上のことか
ら、上記法人は本業務の遂行に必要不可欠な事業主体としての判断能力、専門技術、経
験を豊富に有している唯一の法人である。よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決
済及び会計法令第１０２条の４第３号を適用し、随意契約を行うものとする。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

3396 国土環境（株）
平成１７年度荒川下流ヒヌマイト
トンボ調査検討業務

岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年04月01日 9,135,000

ヒヌマイトトンボの人工飼育個体を有するのは当該会社のみである　よって、「会計法第２
９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約
を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3397 東京電力（株）
新田三丁目地区高規格堤防整
備事業に伴う電線路移設補償費

岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2006年01月20日 5,650,424

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3398 東京電力（株） ４月分電気料
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年05月09日 1,402,936

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3399 東京電力（株） ４月分電気料
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年05月23日 10,090,832

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3400 東京電力（株） ５月分電気料
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年06月06日 1,173,202

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3401 東京電力（株） ５月分電気料
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年06月20日 9,488,079

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3402 東京電力（株） ６月分電気料
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年06月20日 1,279,354

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3403 東京電力（株） ６月分電気料
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年07月25日 5,634,644

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3404 東京電力（株） ７月分電気料
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年08月01日 1,567,729

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3405 東京電力（株） ７月分電気料
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年08月29日 9,599,835

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3406 東京電力（株） ８月分電気料
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年08月29日 1,840,921

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)
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3407 東京電力（株） ８月分電気料
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年09月12日 8,004,552

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3408 東京電力（株） ９月分電気料
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年09月28日 1,871,358

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3409 東京電力（株） ９月分電気料
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年10月24日 14,094,629

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3410 東京電力（株） １０月分電気料
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年10月24日 1,107,176

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3411 東京電力（株） １０月分電気料
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年10月27日 1,574,073

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3412 東京電力（株） １０月分電気料
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年11月21日 14,141,029

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3413 東京電力（株） １１月分電気料
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年11月22日 1,259,391

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3414 東京電力（株） １１月分電気料
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年11月28日 1,153,291

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3415 東京電力（株）
新砂地区高規格堤防整備事業
の街灯電気代

岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年12月19日 10,763,581

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3416 東京電力（株） １１月分電気料
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年12月19日 12,561,838

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3417 東京電力（株） １２月分電気料
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2005年12月26日 1,295,641

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3418 東京電力（株） １２月分電気料
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2006年01月23日 4,449,625

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3419 東京電力（株） １月分電気料
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2006年01月23日 1,154,640

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3420 東京電力（株） １月分電気料
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2006年01月30日 1,377,819

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3421 東京電力（株） ２月分電気料
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2006年02月20日 1,094,271

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3422 東京電力（株） １月分電気料
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2006年02月20日 9,553,239

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3423 東京電力（株） ２月分電気料
岡村次郎　荒川下流河川事務所　東京
都北区志茂５－４１－１

2006年02月27日 1,518,309

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
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3424 （財）海洋架橋・橋梁調査会 Ｈ１７管内橋梁検査他業務
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年05月20日 34,965,000

当事務所では１８５橋の橋梁を管理しており、これらの橋梁の延命化を図るために適切な
管理を行っていく必要がある。そのためには、現在の橋梁の損傷状況を橋梁点検により
正確に把握し、橋梁の状態を検査するとともに、これらの結果を適切に管理する必要があ
る。
  本業務は、こうした社会的要請に対応して、適切かつ効果的な橋梁管理を行うことを目
的に、各種橋梁点検計画（案）の策定、橋梁点検者に対する教育・指導、対策区分の判
定等の検査や補修・補強方法の提案を行うとともに、これらの記録を一元的に管理する
橋梁管理カルテの作成等を行うものである。
  本業務の遂行にあたっては、道路橋の調査、設計、施工、点検手法・点検技術、補修・
補　強方法等、橋梁に関する総合的かつ高度な知識と豊富な経験を有していることが必
要である。また、検査に際しては、補修等の時期を判定することから、橋梁に関する技術
的知見に加えて行政的知見も必要であり、公平中立の立場の者が行う必要がある。
  （財）海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境その
他の問題について調査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることに
よって国民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを目的とした財団で、道路橋の
保全に関する高度な技術と豊富な実績を有する（財）道路保全技術センターの橋梁部門
を平成１６年度に統合し発足した組織である。（財）海洋架橋・橋梁調査会が設立される以
前では、（財）道路保全技術センターが平成８年度より平成１５年度まで関東地方整備局
管内における橋　梁点検業務を行った経験を有しており、東京国道事務所管内の橋梁に
おいても橋梁点検の実績及び蓄積されたデータを有しており、加えて（財）海洋架橋・橋梁
調査会が設立された平成１６年度においては、当事務所の橋梁検査業務の実績があるこ
とから、管内における道路　橋の状況等を も把握し、評価することができる公益法人で
ある。
    よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、（財）海洋架橋・橋梁調査会と随意契約を行うものである。

問題があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3425 （財）海洋架橋・橋梁調査会
鋼製橋脚の詳細点検他業務委
託

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年10月27日 45,150,000

本業務は、東京国道管内の道路橋を適切かつ効果的に維持管理するため、鋼製橋脚の
疲労損傷等、早期に補修・補強が必要な橋脚について、それらの損傷が橋梁の耐荷力に
与える影響等について総合的な検討を行い、その結果を適切に評価し、補修・補強方法
を立案して、学識経験者等で構成される委員会及び（独）土木研究所、国土技術政策総
合研究所を中心としたワーキングから助言や提案を受けながら、具体的な補修・補強工
法等を導くものである。
　本業務の遂行にあたっては、鋼製橋脚における点検及び補修・補強等に関する総合的
かつ高度な知識と豊富な経験を有するとともに、これまでに行われた委員会及びワーキ
ングにおける補修・補強の方法について詳細検討できる技術的知見および行政的知見も
持ち合わせ、公正中立の立場の者が行う必要がある。
　（財）海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境その
他の問題についての調査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ること
によって国民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを目的とした財団である。これ
までにも道路橋に係わる調査・管理業務の高度な知識・技術・情報と豊富な経験を有して
おり、加えて東京国道事務所管内の鋼製橋脚における点検の実績及び蓄積されたデータ
を有していることから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。
  よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、（財）海洋架橋・橋梁調査会と随意契約を行うものである。

問題があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3426 （財）計量計画研究所
平成１７年度東京圏交通解析業
務

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年07月19日 75,075,000

本業務は、東京国道事務所管内において、昨年度実施したプローブデータを用いた道路
利用の実態分析や渋滞の検出方法に関する検討を踏まえ、管内主要渋滞ポイント選定
及び優先度区間の抽出を行うとともに、平成１７年度に収集されるプローブデータを用い
て、東京地域における渋滞状況の特性分析、渋滞対策と削減効果との関係分析、渋滞増
減の要因分析を行うものである。
　また、渋滞損失関連以外のアウトカム指標の算定可能性について検討を行うものであ
る。
　本業務の遂行にあたっては、国土交通省道路局で検討しているプローブ情報システム
を用いた渋滞損失推計等の算定方法を熟知しているほか、交通行動データの分析等に
関する高度な知識と豊富な経験を有している必要がある。
　財団法人計量計画研究所は、我が国及び諸外国の政治・経済・社会現象の数量的な
調査研究を行い、我が国諸官庁を始め諸企業の合理的政策決定及び科学的計画に関す
る知識普及の寄与を目的として設立され、行動計画の統計的手法による調査研究や都
市交通計画及びこれに関連する緒計画に関する調査研究などを事業としている財団であ
る。
　また、東京国道事務所管内で、本業務の基礎となる「東京圏交通解析業務（平成１６年
度）」において、広く一般の方々に分かりやすい渋滞損失以外の評価指標の設定やその
提示手法の検討を行っており、本年度は引き続き昨年度の内容を基に管内主要渋滞ポイ
ント選定及び優先度区間の抽出等を行うことから、昨年度の業務内容を詳細に熟知して
いる必要がある。
　このような理由から、当該財団は本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機
関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号に規程により、財団法人
計量計画研究所と随意契約を行うものである。

その他のもの
ー随意契約によらざるを得ないも
の
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3427 （財）国土技術研究センター Ｈ１７共同溝整備推進検討業務
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2006年03月02日 9,870,000

共同溝整備は､｢共同溝の整備等に関する特別措置法｣に基づき二者以上の公益事業者
の要望箇所において実施されている｡共同溝整備事業を進めていくに当たり､路面の掘り
返し防止､維持管理効率化､都市防災性の向上など共同溝の整備の重要性は増してい
る。
本業務は､共同溝法に明記されている「路面の掘り返し防止（路上工事の縮減）」以外の
共同溝整備の有効性（都市防災性の向上等）にも考慮しつつ、近年の共同溝整備事例を
中心に必要なデータ収集を行い､共同溝整備推進に向けた課題の抽出や構造の見直し
等の検討を行う事により、共同溝事業を推進していくために必要な手法の検討を行うもの
である｡
本業務の遂行にあたっては､法解釈のみでなく、幅広い観点で､共同溝事業推進に向けた
課題の抽出や構造の見直し等の検討を行っていく必要があり、また、共同溝の整備手法
や既設共同溝の整備評価を行っていく為、高度な知識と経験の他、マネージメント能力が
必要となる｡
財団法人国土技術研究センターは､国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査研
究を総合的かつ効果的に行うために､新しい建設技術に関する情報の収集､管理及び提
供を行い､建設技術に関する広報を実施して､建設技術の向上を図り､国民福祉の向上に
寄与することを目的として設立された財団法人であり､コスト面や「路面の掘り返し防止
（路上工事の縮減）」という直接的な評価のみでなく、道路下における埋設物件の維持管
理効率化や都市防災性の向上などを加味した､公共事業の整備効果に関連した評価に
関する高度な知識と豊富な経験を有し､事業評価に関する諸問題に熟知していることか
ら､本業務の遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関である｡
よって､会計法第29条の3第4項､予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定により､財
団法人国土技術研究センターと随意契約を締結するものである｡

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

3428 （財）国土技術研究センター
首都圏直下型地震対策検討業
務

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年06月10日 71,400,000

本業務は、内閣府中央防災会議「首都圏直下型地震対策専門調査会」において作成され
た地震被害想定を踏まえ、現場状況に即したより詳細な被害想定の検討、発災後の復旧
方策、体制、広報手段のあり方等の検討を行うものである。本業務の遂行にあたっては、
都市計画、道路行政、国土防災、都市防災等に、広範囲で高度な総合的知識を有してい
ることが必要である。さらに、これらの知識を基本として、都市における各種防災対策の
立案等の業務経験を有していることも必要である。国土技術研究センターは、国と社会が
要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合的、且つ、効果的に行うとともに、新し
い建設技術の活用と普及等を事業目的として設立され、これまでに地域整備、都市整備
に関する各種マスタープランの立案、道路、河川、都市施設等の整備、利用、保全、その
他、管理等の調査研究を実施している。また、当事務所において、昭和６１年度「震災時
の道路交通確保に関する調査委託」では、南関東地震を想定して、１次緊急輸送路の確
保、組織・体制、資材の確保等の検討、昭和６２、６３年度「震災時における道路啓開に関
する調査」では、南関東地震の発生を想定した道路啓開のあり方、対策方針の検討等の
調査に携わっており、当事務所管内の状況を十分熟知している。さらに、昨年１０月に発
生した新潟県中越地震においては、「中越地震の被害に関する調査」に携わっており、道
路災害対応や道路管理業務について豊富な経験と地震災害の専門家を有し、高度な検
討が可能である。このような理由から、当該財団は本業務を遂行するに必要な要件を備
えた契約対象機関である。よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号の規定により、（財）国土技術研究センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

3429 （財）国土技術研究センター
Ｈ１７東京国道事務所広報検討
業務委託

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年09月14日 48,300,000

本業務は、効果的かつ効率的な広報活動方策等を検討する目的で本事務所内に設置さ
れた「広報検討会」の委員会運営を通じ、本事務所が実施する各種広報活動について評
価・分析を行い、改善方策のとりまとめ及びパブリシティ活動支援を行うものである。ま
た、広報専門家による意見・提案を踏まえながら本事務所における広報のあり方について
の検討及び広報計画等の策定を行うものである。
  本業務を遂行するにあたっては、円滑な事業執行のための広報及び国民との重要なコ
ミュニケーション活動についての検討であることから道路政策及び広報計画に関する高度
な知見と豊富な経験を有している必要がある。
  財団法人国土技術研究センターは、わが国における建設技術発展の支柱となり、国と
社会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合的、かつ、効果的に行うととも
に、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、もって国民
福祉の向上に寄与することを目的とし、道路政策の広報に関する検討や学識経験者等か
らなる広報効果測定研究会を設立・運営するなど、道路政策や委員会運営を含めた広報
の検討及び評価・分析に関する高度な知識と豊富な経験を有している。また、本検討にお
いては公的な広報であることから、中立・公平な立場で検討することが必要であり本業務
を遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。
  よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定
により、財団法人国土技術研究センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの
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3430 （財）国土技術研究センター
Ｈ１７年度管内主要交差点大気
汚染対策検討業務

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年06月10日 28,875,000

本業務は、東京国道事務所管内における大気汚染状況が厳しい交差点において、汚染
除去及び大気拡散などを目的とする各種対策について、新たな技術の情報交換や目標
達成のため、各対策の有効範囲の把握など実用化に向け勉強会を設置し検討する。ま
た、平成１６年度に整備したYUMEパーク・大和町などの環境対策施設の大気濃度に与え
る影響、並びに目標達成のための必要規模、能力を調査・検討・把握し、「大気浄化技術
評価委員会」を開催してそれに諮り、検証を行うものである。
　本業務を遂行するにあたっては、大気汚染物質の削減技術に関する十分な知見、高度
な技術力と専門的知識が必要であり、かつ委員会等の運営に関する経験を有しているこ
とが必要である。
　財団法人国土技術研究センターは、国と社会が要請する新しい建設技術に関る調査研
究を総合的かつ効果的に行うとともに、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、
建設技術の向上を図り、国民福祉の向上に寄与することを目的として設立され、道路の
整備、利用、保全その他の管理に関し、特に高度かつ総合的な建設技術を要する調査研
究などの事業を行う財団法人であり、これまでにも、関東地方整備局管内において「大和
町交差点環境整備検討会（平成１５年度）」の設立・運営、「大気浄化技術評価委員会（平
成１６年度）」の運営を行い、沿道の大気濃度の改善効果に関する検討や評価を行うな
ど、局地対策としての大気浄化実験施設の効果を検証・評価するための手法に関する高
度な知識と豊富な経験を有していることから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた契
約対象機関である。
　よって、会計法第29条の３第４項、及び予算決算及び会計令第102条の４第３号の規定
により、財団法人国土技術研究センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

3431 （財）駐車場整備推進機構 赤坂地下歩道監視業務
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年04月01日 13,650,000

本業務は、一般国道２４６号赤坂見附交差点赤坂地下歩道のシャッターの開閉を行うとと
もに、ＩＴＶモニター等により当該地下歩道を常時監視することにより、異常の早期発見に
努め、異常時には関係機関との連絡調整を迅速かつ的確に行い、地下歩道の安全確保
を図るものである。
　本業務を履行するに当たっては、シャッターの開閉等について、当該地下歩道が接続し
ている道路附属物である赤坂公共駐車場の管理と一体的に行うことが不可欠であり、ま
た非常時における関係機関との的確な対応等、高度な管理能力が必要とされる。
　道路附属物たる赤坂公共駐車場は、財団法人駐車場整備推進機構との兼用工作物で
あり、当該財団法人は、既に、関東地方建設局との間に締結された兼用工作物管理協定
に基づき赤坂公共駐車場の管理を行っており、本業務については上記法人が唯一の契
約対象である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により（財）駐車場
整備推進機構と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

3432 （財）駐車場整備推進機構 白金地区整備検討業務
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年07月07日 38,167,500

本業務の遂行にあたっては、自動車及び自動二輪の駐車場の整備、管理運営、需要　計
画、また、地下空間の多目的活用について、技術的に広範囲な知識を有しているこ　とが
必要である。財団法人駐車場整備推進機構は、駐車場の整備に関する調査研究、道路
等の公共空　間等を活用した駐車場及び住宅地域等における駐車場の整備に対する幅
広い支援等を　行うことにより、駐車場整備の一層の推進に貢献することを目的として設
立され、こ　れまでに、道路等の公共空間等を活用した駐車場の整備に関する調査研
究、駐車施策　並びにこれに関連する交通及び地域活性化についての調査研究を行って
いる。また、当事務所おいて、平成１６年度白金地下駐車場整備検討業務では、当該地
区　における駐車場需要調査等の検討を実施しているおり、今年度業務においても引続
き　検討を予定している。なお、平成１６年度渋谷駅周辺地下歩道活用方策検討業務委
託　では、一般国道２４６号渋谷地区の地下空間における活用方策の検討を実施してい
る。さらに、一般国道２４６号赤坂公共駐車場の管理運営に携わっているほか、札幌市
の北一条地下駐車場、高知市のはりまや地下駐車場では、自動二輪車が駐車可能な駐
車場を管理運営しており、駐車場、自動二輪駐車場、地下空間利用の検討に十分熟知し
ている。このような理由から、当該財団は本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約
対象機関である。よって会計法第29条の3第4項、予決令第１０２条の４第3号の規定によ
り財団法人駐車場整備推進機構と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの

一般競争等に移行するための準
備に時間を要するもの（18年度
以降企画競争に移行すべく準備
を進める）

公募手続きを検討



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3433 （財）駐車場整備推進機構 渋谷駅周辺整備検討業務委託
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年06月24日 36,750,000

本業務は、民間都市再生事業である渋谷駅周辺整備事業において、地下鉄開業や駅周
辺都市開発に伴い集中する人々の歩行者ネットワークの形成や、駐車対策を含む交通
処理対策等、公共空間利用計画の方策を学識経験者等で構成された委員会により検討
を行うものである。
　業務の遂行にあたっては、道路等の公共空間を活用した交通広場や歩行者空間の整
備計画、都市における交通処理対策、地域活性化の立案等、広範囲で高度な総合知識
を要すること、また、当該地区において過年度に実施した委員会の検討経緯を熟知して
いる必要がある。
　財団法人駐車場整備推進機構は、道路等の公共空間を活用した駐車場等の整備に対
する幅広い支援等を行うことにより、道路の安全かつ円滑な交通の確保、都市機能の向
上等に寄与することを目的に設立され、これまでに都市機能の向上や良好な市街地形成
を図るべく、公共空間の整備に関する高度知識と豊富な経験を有している。また、当該地
区において、駐車場整備推進機構は、平成１２～１４年度に実施した「渋谷地区道路空間
利用検討委員会」や、平成１５～１６年度に実施した「渋谷駅周辺整備に伴う渋谷川伏せ
越し化に関する検討会」など、渋谷駅周辺の公共空間の整備のあり方の検討や委員会開
催及び関係者との調整等に携わっており、本業務を十分熟知していることや、地域活性
化等に関する専門的な知識と豊富な経験を有していることから本業務を遂行するに必要
な要件を備えた業務対象機関である。
  よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、財団法人駐車
場整備推進機構と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの

一般競争等に移行するための準
備に時間を要するもの（18年度
以降企画競争に移行すべく準備
を進める）

公募手続きを検討

3434 （財）道路環境研究所 浅草地区景観計画検討業務
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年11月14日 16,695,000

本業務は、魅力ある国土づくりに向けた美しい国づくり政策大綱、観光立国行動計画の
策定及び景観法の施行を踏まえ、伝統的な下町風景を有し、国際的、歴史的な観光エリ
アである浅草地区において、魅力ある景観計画の検討とまちづくりと一体となった道路景
観環境整備方針の検討並びに国道６号江戸通り、特に交通結節点となる浅草駅前の整
備検討について景観行政団体となる台東区と連携して検討を行い、その結果を景観計画
に反映するものである。昨年度に設立した「浅草地区イメージアップ検討会」（学識経験
者、地元関係者、台東区、東京都等）から構成する委員会を活用して行うものである。
　本業務の遂行にあたっては、道路景観整備に関する総合的かつ専門的な知識と豊富な
経験を要するとともに、浅草地区の景観整備に関する調査経緯・検討内容および地元を
含めた検討会で検討されている景観計画の経緯・内容について詳細に熟知し、それらを
業務の検討過程において反映する必要がある。
  財団法人道路環境研究所は、地球環境及び自然環境と調和し、生活環境と両立する良
好な道路環境を確保するための諸方策を総合的・科学的に調査研究すること等により、
道路及び道路交通の健全な発展に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に
寄与することを目的として設立された法人である。また、「道路景観整備マニュアル（案）
Ⅱ」のとりまとめを実施する等、景観法及び関連する様々な施策など道路景観整備に関
する高度な知識を有しているとともに、銀座通りにおける景観整備の検討など、まちづくり
と一体となった景観整備手法に関する豊富な経験を有している。また、本検討においては
有識者と地元関係者等との関係から中立、公平な立場で検討することが必要であり、本
業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。よって、会計法第２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、（財）道路環境研究所と
随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3435 （財）道路環境研究所
Ｈ１７銀座通り景観整備計画検
討業務

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年09月14日 22,575,000

本業務は，一般国道１５号銀座通りの改修にあたり，銀座通りの景観構造を総合的に分
析するとともに将来の街づくり計画の方向性を踏まえた銀座通りの景観形成の検討を，
有識者からの助言や提案，さらに地元代表者等からの意見を頂きながら行うものである。
　本業務の遂行にあたっては，道路景観整備に関する高度な知識と豊富な経験を要する
とともに，銀座通りの景観整備に関する調査経緯・検討内容および，地元との懇談会で検
討されている景観整備計画の経緯・内容等について詳細に熟知し，それらを業務の検討
過程において反映できる必要がある。
　(財)道路環境研究所は，地球環境及び自然環境と調和し，生活環境と両立する良好な
道路環境を確保するための諸方策を総合的，科学的に調査研究すること等により，道路
及び道路交通の健全な発展に貢献し，もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与
することを目的として設立された法人であり，銀座通り景観整備計画の調査・検討、「道路
景観整備マニュアル（案）Ⅱ」のとりまとめ等を実施するなど，道路景観整備に関する高度
な知識と豊富な経験を有している。また、本検討においては有識者と地元関係者等との
調整を含めて中立、公平な立場で検討することが必要であり、本業務を遂行するのに必
要な要件を備えた契約対象機関である。
　よって，会計法第２９条の３第４項，予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より，(財)道路環境研究所と随意契約を行なうものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3436 （財）道路環境研究所
平成１７年度管内環境対策及び
景観検討業務

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年10月28日 20,265,000

本業務は、東京国道事務所管内の主要な交差点において大気汚染、騒音などの環境改
善を「効果的・効率的」に行うため、網羅的な基礎情報を整理した交差点データベースを
作成し、道路構造対策及び道路緑化検討やヒートアイランド現象など、総合的な環境対
策の基礎資料を作成するものである。
  また、平成１７年度に「道路デザイン指針（案）」が出されたことに伴い、東京国道事務所
で実施している道路景観マスタープラン・道路景観設計マニュアルの改訂を行うための検
討を行うものある。
　本業務の遂行にあたっては、沿道環境改善の為の大気・騒音対策検討や道路景観の
あり方など総合的な環境対策の知見並びに、各方面で実施・開発されている様々な沿道
環境の改善対策などについて熟知しているとともに、沿道環境対策に関する高度な知識
と豊富な経験を有している必要がある。
　財団法人道路環境研究所は、地球環境及び自然環境と調和し、生活環境と両立する良
好な道路環境を確保するための諸方策を総合的に、科学的に調査研究する事等により、
道路及び道路交通の健全な発展に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に
寄与することを目的として設立され、これままでにも、道路事業に係る環境影響評価の技
術手法を科学的知見に基づいて取りまとめた、「道路環境影響評価の技術手法」の刊行
や、「道路のデザイン」など景観法に対応すべく書籍を発刊するなど、道路事業に関する、
景観や大気等の環境影響に関する高度な知識と豊富な経験を有している。
　また、関東地方整備局内において、景観整備計画検討や道路の環境影響評価、道路
壁面の環境改善効果検証業務や「道路環境影響評価の技術手法改訂」「沿道環境改善
プログラムの策定」の業務等を多数受託しており、総合的な環境施策や道路景観に関す
る高度な知識と経験を有している事から、本業務を遂行する必要な要件を備えた契約対
象機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、及び予算決算及び会計令令第１０２条の４第３号に
より、財団法人道路環境研究所と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3437 （財）道路管理センター 道路占用物件情報管理業務
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年04月01日 15,561,000

本業務は、道路占用物件管理の合理化、効率化、高度化を行うために、道路占用物件を
管理するシステムの運用と道路占用許可業務の円滑化を図るものである。
　業務の実施にあたっては、道路管理システムの基本ソフトウェアであるデータベース管
理ソフトウェアと道路管理者の応用ソフトウェアが一体的に機能し、運用させることが必要
である。また、道路管理システムの構成を熟知していること、専門的知識を有すること、及
び総合的な調整能力を有することが必要である。
　財団法人道路管理センターは、道路空間の有効かつ適切な利用及び道路占用物件の
合理化・高度化に資する調査研究及び道路占用物件の管理のシステム化、道路占用物
件の管理の合理化・高度化に資する調査研究及び道路占用システムの管理等の業務を
多年に亘り行ってきている。
　当該法人東京支部は、これまで東京国道、東京都、２３区及び関係公益事業者との共
同により、道路占用管理システムの開発・運用・データ更新を積み重ねている。また、当
該システム利用にあたっては、当該法人とこれらシステム利用者３４団体がおのおの協定
を締結し一団でシステム運営を行っていることや、当該法人が事務局となり運営経費の決
定を含むシステム全般をつかさどる東京地区連絡協議会を運営している。よって、他の民
間コンサルタントにはない豊富な実績を有していると判断できることから、唯一の契約対
象である。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3438 （財）道路空間高度化機構
Ｈ１７新たな交通結節点基本計
画調査業務委託

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年08月19日 37,569,000

本業務は、平成１６年８月に「都市・居住環境整備重点地域」として国土交通大臣により指
定され、「品川周辺地域　都市・居住環境整備基本計画策定委員会」（以下「委員会」とい
う）にて検討が進められている品川エリアのうち「品川駅西口周辺部」および「国道拡幅」
について、「委員会」の検討内容を見据えた上で基本計画を策定し、整備効果の検討を行
うものである。
また、直轄国道と鉄道が隣接する４駅について、利用実態調査を実施し、課題のとりまと
めを行うものである。
財団法人道路空間高度化機構は、道路空間等を活用した交通結節点等の整備、道路空
間のバリアフリー化その他の道路空間の有効かつ高度な利用を図るための事業を推進
し、もって国民生活の向上に寄与することを目的として設立された法人であり、交通結節
点における道路空間整備など新たなみちづくりにおいて道路空間の有効かつ高度な利用
に関する高度な知識と豊富な経験を有している。
また、平成１５年度「道路空間有効活用による交通結節点検討業務委託」および平成１６
年度「管内交通結節点等検討業務委託」において、品川駅周辺部における課題等の抽
出・整理を行い、その対応方策の検討を行っており、品川周辺地域の様々な構想や計画
及び課題等を詳細に熟知していることから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯
一の契約対象機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、財団法人道路空間高度化機構と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3439 （財）道路空間高度化機構
平成１７年度東京道路地下空間
利用計画検討業務委託

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年09月20日 11,823,000

本業務は、道路地下空間の適正かつ効率的な利用計画を進めることを目的に策定され
た、「東京道路地下空間利用計画」（以下、「地下計画」という）の運用をまとめたマニュア
ル（平成１０年２月１２日）の改訂（案）を作成し、あわせて関係資料の更新および修正を行
うものである。
本業務を実施するにあたっては、平成元年９月２２日の道路局長通達にもとづき設立され
た東京道路地下空間利用連絡調整協議会（以下、「協議会」という）で了承された地下計
画のマニュアルの特殊性、経緯等に精通し、かつ東京都区内の様々な道路および地下空
間に関する構想や計画およびマニュアルの課題を詳細に熟知していることが必要であ
る。
財団法人道路空間高度化機構は、道路空間の有効かつ高度な利用を図るための事業
（以下「道路空間高度化事業」という）を推進し、道路の整備及びこれと併せた良好な市街
地形成並びに安全・円滑な交通の確保を図るとともに、活力ある地域社会の創生等に貢
献し、もって国民生活の向上に寄与することを目的として設立された法人であり、道路の
地上と地下を含む道路空間整備など新たなみちづくりにおいて、民間コンサルタントには
ない有効かつ高度な道路空間利用に関する幅広い知見、豊富な経験および高い専門的
知識を有し、地下計画の運用マニュアルの策定に関わっており、東京都区内の様々な道
路および地下空間に関する構想や計画及びマニュアルの課題等を詳細に熟知しているこ
とから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、財団法人道路空間高度化機構と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3440 （財）道路空間高度化機構
新宿駅南口地区基盤施設の利
用・運営等に関する検討業務委
託

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年12月09日 54,075,000

本業務は、新宿駅南口地区基盤整備事業における基盤施設に係わるアロケーションの考
え方や、円滑な管理・運営に関する検討を行うとともに、基盤を含む新宿駅周辺の効率的
な歩行者ネットワークの確立に関する検討、基盤整備事業の整備効果に関する検討を行
うものである。
  本業務の遂行にあたっては、交通結節点事業や道路空間の有効かつ高度な利用に関
する幅広い知見を有し、関係機関との調整、公平中立な立場から意見をとりまとめる視野
ならびに道路空間等を活用する立体道路制度を始めとして、道路法、都市計画法、道路
構造令等の関係諸法令の解釈・運用について詳細に熟知している必要がある。
  財団法人道路空間高度化機構は、道路と建築物等との立体的整備、道路とその沿道の
建築物等の一体的整備、道路空間等を活用した交通結節点等の整備、道路空間のバリ
アフリー化その他道路空間の有効かつ高度な利用を図るための事業（以下「道路空間高
度化事業」という。）を推進するため、道路空間高度化事業に関する調査研究、技術の開
発等道路空間高度化事業の推進に資する事業を行うことにより、道路の整備及びこれに
併せた良好な市街地形成並びに安全・円滑な交通の確保を図るとともに、活力ある地域
社会の創生等に貢献し、もって国民生活の向上に寄与することを目的としている。また、
交通結節点や道路空間活用による都市再生に関する研究を実施し、立体道路制度をは
じめ、道路法、都市計画法、道路構造令等の解釈・運用に関して精通しているとともに交
通結節点整備事業や道路空間の有効活用について専門的な知識と豊富な経験を有して
いる。よって本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。
  よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定
により、財団法人道路空間高度化機構と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3441 （財）道路空間高度化機構
平成１７年度沿道整備計画調査
業務

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年04月01日 44,415,000

本業務は、東京国道事務所管内の道路における、特に道路交通騒音の深刻な区間にお
いて、その沿道環境を改善を図るため、道路とその沿道の建築物等の一体的整備につい
て検討するものである。
　本業務の遂行にあたっては、道路とその沿道の建築物等との一体的整備など、道路空
間の高度利用に関する高度な知識と豊富な経験を有しているとともに、過年度に実施し
た道路とその沿道の建築物等との一体的整備に関する検討内容及び経緯について詳細
に熟知していることが必要である。
　財団法人道路空間高度化機構は、道路空間の有効かつ高度な利用を図るための事業
を推進するため、道路空間高度化事業に関する調査研究などを行うことにより、道路の調
整及びこれと併せた良好な市街地形成並びに安全・円滑な交通の確保を図るとともに、
活力ある地域社会の創生等に貢献し、もって国民生活の向上に寄与することを目的とし
て設立された財団法人であり、これまでにも、新宿駅南口における安全・円滑など道路交
通確保と周辺の街づくりを一体的に整備するための検討を平成７年度から継続的に「新
宿都市基盤整備検討業務委託（平成７年度）」等において実施するなど道路空間の高度
利用に関する高度な知識と豊富な経験を有している。
　また、本業務の基礎となる「沿道整備計画調査業務」において、沿道の建築物と一体と
なった道路空間整備に関する検討を、過年度より継続的に行っており、これまでの検討内
容及び経緯について詳細に熟知していることから、本業務を遂行するに必要な要件を備
えた契約対象期間である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、財団法人
道路空間高度化機構と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3442 （財）道路新産業開発機構
路上工事情報提供システム運用
保守業務

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年04月01日 14,490,000

本業務は「路上工事情報提供システム」に関する保守、運営であり、システムの開発を担
当し、著作権を有する当該法人へ業務を発注することが適当である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定により、財団法
人道路新産業開発機構と随意契約を行うものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3443 （財）道路新産業開発機構
路上工事情報提供機能改善検
討業務

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年05月26日 11,623,500

本業務は「路上工事情報提供システム」に関する保守、運営であり、システムの開発を担
当し、著作権を有する当該法人へ業務を発注することが適当である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定により、財団法
人道路新産業開発機構と随意契約を行うものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3444 （財）道路新産業開発機構
平成１７年度日本橋周辺地域都
市再生検討業務委託

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年07月22日 57,750,000

本業務は、日本橋周辺地域と都市幹線道路の都市景観上の課題解消のため、都市空間
再編の可能性・方向性の検討に資するため、よりよいまちづくりに直接携わる学識経験
者・地元有識者からなる懇談会を運営し、その意見等取り入れたうえで、日本橋周辺地域
のまちづくりの検討と調整を図りつつ都市幹線道路の再構築について検討を行うもので
ある。
本業務を実施するにあたっては、都市再生緊急整備地域に指定されている日本橋周辺
地域の特殊性を十分に熟知し、都市再生のための空間の再編・活用方策の検討による、
高度な知識と豊富な経験を有していると共に、過年度までの当該地域における検討経緯
及び内容、また当該地域における関係機関等で構成する協議内容等について詳細に熟
知していること、さらに当該地域の事情にも精通していることが必要である。
財団法人道路新産業開発機構は道路に関連する新しい産業分野について調査研究を行
うこと等により道路機能の健全な発展と道路整備の拡充に貢献し、もって国民経済の発
展と国民生活の向上に寄与することを目的として設立された財団であり、これまでにも日
本橋地区の土地利用、再開発計画などの現状調査や、新産業分野での地域活性化方策
の自主研究を実施し、都市再生のための空間の再編・活用方策の検討において、高度な
知識と豊富な経験を有していることから、本業務の特殊性のみならず趣旨・内容を詳細に
熟知しており、さらに当該地域の事情にも精通していることから、本業務を遂行するに必
要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、財団法人道路新産業開発機構と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3445 （財）道路新産業開発機構
平成１７年度日本橋地区都市再
生実施検討業務委託

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年10月13日 24,465,000

本業務は、日本橋地区の都市再生を図ることを目的に実施されている日本橋都市再生
事業における地下歩行空間の整備にあたり、地下空間全体に係るデザイン方針、事業整
備効果検証、今後の沿道開発との一体整備方針等について検討を行うものである。
本業務を実施するにあたっては、都市再生緊急整備地域に指定されている日本橋周辺
地域の特殊性を十分に熟知し、都市再生のための道路の多面的な展開や活性化方策に
関する、高度な知識と豊富な経験を有していると共に、地元有識者及び沿道開発者を含
む関係機関等で構成する会議の内容等について熟知していること、さらに当該地域の事
情にも精通していることが必要である。
財団法人道路新産業開発機構は道路に関連する新しい産業分野について調査研究を行
うこと等により道路機能の健全な発展と道路整備の拡充に貢献し、もって国民経済の発
展と国民生活の向上に寄与することを目的として設立された財団であり、日本橋地区の
土地利用、再開発計画などの現状調査や、新産業分野での都市活性化方策の自主研究
を実施し、都市再生のための道路の多面的な展開や活性化方策の検討において、高度
な知識と豊富な経験を有し、さらに当該地域の事情にも精通していることから、本業務を
遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、財団法人道路新産業開発機構と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3446 （財）道路保全技術センター
路上工事の縮減に関する調査検
討業務

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年08月05日 65,205,000

本業務は、路上工事に起因する渋滞等の短縮・軽減等を図るため、走行データや実査に
基づく工事渋滞の分析や縮減施策の検討、モニターへのアンケート調査による路上工事
に対する分析調査及び路上工事広報計画の立案と制作を行うものである。実施にあたっ
ては、道路利用者や学識経験者で構成されている「ユーザーの視点に立った道路工事マ
ネジメントの改善委員会」（国土交通省・警察庁実施）での指摘、審議内容と連携しながら
行うものである。
  業務の推進に当たっては、上記の「ユーザーの視点に立った道路工事マネジメントの改
善委員会」での審議内容並びに路上工事縮減に関する検討実績について詳細に把握し
ていることが必要である。
　財団法人道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関す
る事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円
滑化に貢献することを目的として設立された法人である。路上工事に関する調査研究等
の経験が豊富であること、「ユーザーの視点に立った道路工事マネジメントの改善委員
会」の運営を行い審議内容等について詳細に熟知していること、併せて当該業務に不可
欠な路上工事の縮減に関する客観的データの保持並びに先進的な知識等を有している
ことから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。よって、会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、（財）道路保
全技術センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
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（円）
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3447 （財）道路保全技術センター
Ｈ１７環境舗装試験施工等追跡
調査業務

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年06月30日 69,825,000

本業務は、近年、都市部の重大な環境問題として認識されているヒートアイランド現象へ
の対策として東京国道事務所管内の国道５箇所に試験施工した保水性舗装と遮熱性舗
装   （以下、環境舗装と称す。）における、温度低減効果や耐久性等に関する調査を行う
とともに    学識経験者等で構成される検討委員会からの助言や提案を頂きながら、試験
施工を行った環境舗装の評価を行うものである。
   また東京国道事務所管内における橋面部の排水性舗装の追跡調査を行うことにより、
供用性を評価すると共に、今後予定されている鋼床版橋の修繕工法を決定するための基
礎資料を作成するものである。
　本業務の遂行にあたっては、道路舗装全般に関する高度な知識と豊富な経験を有して
いるとともに、過年度実施した環境舗装に関する検討内容や、学識経験者等で構成され
る「環境舗装導入に関する調査検討委員会」における審議経緯等について、詳細に熟知
していることが必要である。
　  （財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究及び開発等に関す
る事業を行い、効率的かつ合理的な道路保全技術の向上を図り、道路交通の安全と円
滑化に貢献することにより、国民生活の向上に寄与することを目的として設立されたもの
である。 当該法人は、これまでにも関東地方整備局管内において、環境舗装のフィールド
実験に関する業務に携わり、実験の実施計画に関する検討を行うなど、環境舗装の特性
等に関する高度な知識と豊富な経験を有している。
     また、本業務の基礎となる「東京国道管内排水性舗装追跡調査・適用検討業務（平成
13・　 14年度）」、「環境舗装導入に関する検討業務（平成14年度）」、「環境舗装試験施
工追跡調　 査業務（平成15年度）」及び「H16環境舗装試験施工等追跡調査業務（平成１
６年度）」に携わっており、過年度における環境舗装に関する検討内容や、学識経験者等
で構成される委員会での審議経緯等について詳細に熟知していること、加えて管内の排
水性舗装に関するデータを経年的に有していることから本業務を遂行するに必要な要件
を備えていることから上記法人と随意契約を行うものである。よって、会計法第２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、（財）道路保全技術セン
ターと随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3448 （財）道路保全技術センター Ｈ１７管内舗装構成等検討業務
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年08月19日 14,437,500

本業務は、東京国道事務所管内で定めている標準舗装構成を、①路上工事縮減、②工
事コストの縮減、③掘削土量の低減、④舗装の効率的な維持・修繕の観点から、設計思
想の再構築を含めた見直しを目的とし、昨年度策定した標準舗装構成（案）について、現
場検証及び運用上の諸問題等を踏まえ、道路管理者等で構成される検討会からの助言
や提案を頂きながら設計条件の設定や標準舗装構成の考え方を検証するものである。
　本業務の遂行にあたっては、舗装技術に関しての専門的な知識と豊富な経験を有し、
舗装設計に熟知していると共に、昨年度実施した標準舗装構成の再構築に関する検討
内容等について詳細に熟知している必要がある。
　財団法人道路保全技術センターは、「道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関
する事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と
円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与すること」を目的として設立された法人であり、
これまでにも排水性舗装や環境舗装等、舗装に関する調査研究等の経験が豊富である
こと、舗装の維持管理と設計に関する高度な知識と豊富な経験を有していること、標準舗
装構成の再構築に関する検討内容等について詳細に熟知していることから、本業務を遂
行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。
　よって、会計法第２９条３条４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定によ
り、財団法人道路保全技術研究センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3449 （財）道路保全技術センター
モニタリングシステム検討業務委
託

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年10月27日 27,825,000

本業務の遂行にあたっては、道路を保全するための効率的かつ合理的な保全技術を用
いた道路の維持管理と道路構造物のモニタリング（監視・観測）手法等についての総合的
かつ高度な知識と豊富な経験を有している必要があり、モニタリングシステムに関し学識
経験者等で構成される検討委員会での審議等について、詳細に検討できる道路保全技
術の技術的知見及び行政的知見を持ちあわせ、公平中立の立場の者が行う必要があ
る。
財団法人 道路保全技術センターは、「道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関
する事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と
円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与すること」を目的として設立された法人であり、
これまでにも、橋梁等の疲労状況をモニタリングし、損傷状態の傾向を把握する手法につ
いて検討を行う等、高度な保全技術を用いた道路維持管理と道路構造物のモニタリング
（監視・観測）手法等についての総合的かつ高度な知識と豊富な経験を有していることか
ら、本業務を遂行するために必要な要件を備えた契約対象機関である。
　よって、「会計法第２９条の３第４項」、「予算決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規
定により、財団法人 道路保全技術センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入
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3450 （財）道路保全技術センター Ｈ１７道路施設管理業務
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年11月29日 9,345,000

高度化・多様化する道路行政に対する一般市民の要望に迅速かつ的確に対応するた
め、多種膨大な道路施設等の情報を合理的に管理することが必要となってきている。
　本業務は、関東地方整備局管内で運用している道路管理データベース（ＭＩＣＨＩ）へ 新
情報を提供するため、東京国道事務所管内において完成した道路施設について、その基
本データ作成の支援を行うものである。
　本業務の遂行にあたっては、道路施設管理に関する高度な知識と豊富な経験を有して
いるとともに、ＭＩＣＨＩのシステム構成・管理運用方法等について詳細に熟知していなけれ
ばならない。
　
　財団法人道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、技術開発、シ
ステム開発整備、技術指導、情報の収集整理及び提供を行うことにより、効率的かつ合
理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向
上に寄与することを目的として設立された公益法人である。
　これまでにも関東地方整備局管内において、道路施設情報のＭＩＣＨＩへの初期整備を
実施しているほか、道路施設の点検等に関する各種マニュアルの整備の検討を実施する
など、道路施設管理に関する高度な知識と豊富な経験を有しているとともに、ＭＩＣＨＩに係
る電子情報技術者を保有している。
　また、ＭＩＣＨＩの基幹システム及びデータ入力、更新システムを唯一保有しており、本業
務の遂行に必要な要件を備えた契約対象機関である。

　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第３号」の
規定により、財団法人道路保全技術センターと随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3451 （財）道路保全技術センター
平成１７年度東国災害初動他検
討業務

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年09月12日 22,050,000

本業務は、首都圏直下型地震や東海地震など、大規模地震時における震災直後の被災
状況を迅速に把握し、支部初動が緊急かつスムーズに始動できる体制を確立するため、
民間企業と連携した緊急巡回活動を構築するものである。また、震災時の支部立ち上げ
や処理方法等、支部の誰もが容易に理解する震後行動マニュアルを整え初動体制の確
立を図るものである。
  民間企業と連携した緊急巡回活動の構築にあたっては、昨年度立案した巡回割付担当
の空白区間の補間検討、並びに協力会社の参入辞退ルールや、緊急連絡体制の効率化
検討、体制の維持方法など管理面の検討を行うとともに、効果・問題点把握のため情報
連絡訓練を実施し効果検証を行うものである。また、震後行動マニュアルについては、地
整版との整合性を確認し内容の充実化を図るものである。
　本業務の遂行にあたっては、通常時の道路管理のあり方や、災害・震災時における国
土交通省の初動対応体制および情報収集方法など、技術的・行政的に広範囲な防災関
連知識の他、行政機関における災害対応などのマニュアル作成や震災時における初動
体制の検討内容等について詳細に熟知している必要がある。
  財団法人道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究及び開発、情報
の収集整理および提供、道路保全に関する技術の開発、システムの開発整備等を事業
目的として設立され、道路の調査・点検・診断および維持管理、防災計画の立案、災害対
応技術等の調査研究を実施しており、道路管理および防災計画に高度な知識と経験を有
していることから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。
  よって、「会計法第29条の3第4項」及び、「予算決算及び会計令第102条の4第3号」の規
定により、財団法人道路保全技術センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3452 （財）道路保全技術センター
平成１７年度低騒音舗装維持清
掃方法の検討業務

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年04月27日 53,550,000

道路保全センターは、道路保全の技術に関する調査研究及び開発等に関する事業を行
い効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献
し、国民生活の向上に寄与することを目的に設立された法人であり、これまでにも維持作
業後における機能回復効果の調査・評価や機能回復に有効な舗装構造の検討を行うな
ど、低騒音舗装等の構造・特性及び維持作業に関する専門的な知識と豊富な経験を有し
ている。また、過年度における低騒音舗装等の維持清掃方法の検討内容について熟知し
ていることから、本業務を遂行するに必要な要件を有する契約対象機関である。よって、
会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、（財）
道路保全技術センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3453 （財）道路保全技術センター
平成１７年度路面下空洞調査業
務

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年05月11日 95,550,000

道路保全センターは、「道路保全の技術に関する調査研究及び開発」「道路保全に関する
システムの開発整備」を業務としており、路面下空洞探査システムの開発はもとより、当
該業務に不可欠な車両及び機器を用いた実用的、効率的な調査・解析手法の確立とそ
の運用基準の整備を行うなど道路保全技術に関する先進的な知識及び経験を有してい
るほか、空洞柱状図の写真撮影について特許を取得し、分析・診断等の技術を有してい
ことから、本業務を遂行するに必要な高度な技術と経験を有する契約対象機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定によ
り、（財）道路保全技術センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3454 （財）日本気象協会 気象情報提供業務
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年04月01日 2,520,000

本業務は、大雨・大雪時等に、道路災害の未然防止あるいは早期復旧のために迅速且
つ的確な対応がとれるよう、詳細な局部の気象情報を受信しているものであるが、これら
の情報提供は財団法人日本気象協会が行っている。財団法人日本気象協会は、国の事
業を補完する役割を担って設立され、 新の学理による気象に関する解析・調査研究に
取り組み、高度な技術開発を通して広域から局地までの精度の高い気象情報を提供して
いる。よって、会計法第２９条の３第４項及び、予決令第１０２条の４第３号の規定により、
財団法人日本気象協会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)
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3455
（財）日本建設情報総合セ
ンター

業務資料電子化共有のあり方検
討業務

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年07月07日 39,942,000

本業務の遂行にあたっては、国土交通省の推進するＣＡＬＳ／ＥＣ（公共事業支援　総合
情報システム）及び公共事業の業務プロセス等に、広範囲で高度な総合的知識を　有し
ていることが必要である。財団法人日本建設情報総合センターは、建設事業の円滑な執
行に資する情報システ　ムの調査研究を行い、これを広く普及するとともに、建設情報の
提供を行うことによ　り、建設技術の向上、建設事業の効率化等を事業目的として設立さ
れ、これまでに建　設情報システムの開発成果の普及促進、建設情報システムに関する
資料その他の情報　の収集及び提供等の調査研究を実施している。さらには、財団法人
日本建設情報総合センターでは、ＣＡＬＳ／ＥＣの資格制度を　設置し、ＣＡＬＳ／ＥＣの普
及・推進のための人材育成及び情報の普及を図っている。また、当事務所において、平
成１０年度「地域防災情報システム開発検討業務委託」では、管内の防災に関する情報を
整理・電子化の調査、平成１２年度「重要構造　物図面電子化検討業務委託」では、管内
の重要構造物の情報を整理・電子化する調査　に携わっており、当事務所管内の状況及
び業務内容を十分熟知している。よって会計法第29条の3第4項、予決令第１０２条の４第
3号の規定により財団法人 日本建設情報総合センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

3456 （社）関東建設弘済会 東京国道事務所積算補助業務
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2006年02月10日 10,351,162

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3457 （社）関東建設弘済会 道路情報連絡業務委託
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年04月01日 15,540,000

道路情報連絡業務は、職員不在時に東京国道事務所管内で発生した工事事故、道路災
害・損傷、沿道住民からの通報・苦情等を適切に記録し、定められた連絡系統に沿って迅
速に連絡を行う業務である。
  本業務を遂行するには、東京国道事務所の組織体系を熟知し、管内で発生する工事事
故、道路災害の傾向について十分な知識と、その連絡業務に関する経験を有している
等、行政を保管する立場の業務経験を基にした的確な対応が求められている。さらに、本
業務の実施者には、中立的な立場で適切な対応を実施することが求められる。
　（社）関東建設弘済会は、定款第３条「建設事業の円滑な推進や国土開発の発展に寄
与することを目的とする。」と設立され、建設事業に関する業務を行い、これまでも良好な
道路情報連絡業務を行ってきており、民間コンサルタントにはない経験を有していると判
断できる唯一の契約対象である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により（社）関東建
設弘済会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3458 （社）関東建設弘済会 Ｈ１７道路巡回業務委託
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年04月01日 26,250,000

  本業務は、東京国道事務所管内の管理路線において、出張所技術職員の不足を補い、
道路が常に良好な状態に保たれるよう、道路施設及び道路の利用状況を把握し、道路の
異常及び不法占用に対して適宜適切な措置を講ずると共に、道路管理上必要な情報及
び資料を収集するものである。
  本業務の実施者は、現地における多様な業務を履行するにあたり、巡回を担当する道
路を常に良好な状態に保つための技術的な判断力を備え、関係法令に関する正しい知
識と豊富な経験を有すると共に、現地における沿道住民等の対応において、中立、公平
な立場を担保し、業務履行上知り得た秘密についての厳格な保持が可能であることが必
須となる。
  社団法人関東建設弘済会は、定款において、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発
の発展に寄与することを目的に設立され、その目的を達成するため、建設事業に関する
業務の受託を行うこととしている。また、当該法人は、その事業を行ううえで、　　建設事
業全般にわたる幅広い専門知識及び豊富な経験を有する技術者を擁しており、過去にも
同様な業務（Ｈ１６道路巡回業務委託）を実施してきた実績や、道路管理実務のマニュア
ルを作成し、指導に当たっているなど、東京国道事務所管内の管理路線　　の状況を知
悉し、均質な業務履行が組織的に可能な唯一の契約対象である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、（社）関東建設弘済会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの
(18年度より競争入札
による維持工事に含
む)

3459 （社）関東建設弘済会 道路管理業務委託
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年04月01日 196,665,000

本業務は、東京国道事務所及び金杉橋出張所、亀有出張所、代々木出張所、万世橋出
張所所掌の道路管理に関する事務のうち、他機関との協議や各種申請、道路損傷復旧、
道路台帳及び占用事務等の業務を対象にこれら業務の技術補助を行うもので ある。
本業務を履行するにあたっては、道路法に基づく承認工事、占用許可、特殊車両通行許
可の合否判定、道路台帳の管理、更新業務を行うなど、道路構造令、車両制限令などの
国土交通省の定めている管理基準通達等に精通していること及び許認可事務を行うにあ
たっての広範囲な知見、かつ他の道路管理者との連絡・調整等迅速な対応、処理が必要
で、道路に関する高度な行政的な知識、経験が不可欠である。
社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与す
ることを目的に設立され、建設事業に関する業務の受託を業務とし、道路行政、道路管理
及び国土交通省の管理基準通達等の知識が豊富であること並びに業務を公平かつ中立
的な視野に立って確実・的確に処理することができる。
また、建設事業に関する教育・研修を実施し、有能かつ信頼のおけるな人材を確保し、責
任ある業務の遂行を行える唯一の機関である。よって、会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、（社）関東建設弘済会と随意契約を行
うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3460 （社）関東建設弘済会 環境技術補助業務委託
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年04月01日 7,875,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通
じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は
法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この
業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3461 （社）関東建設弘済会
平成１７年度建築現場技術業務
委託

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年04月01日 29,400,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通
じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は
法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この
業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3462 （社）関東建設弘済会 Ｈ１７管内現場技術業務委託
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年04月01日 189,000,000

本業務は、監督職員の不足を補い、管内の４出張所が担当する維持修繕工事、交通安
全施設工事、電線共同溝整備関係工事、改築関係工事及び建設監督官（新宿）が担当
する改築関係工事の現場監督補助業務並びに工事施工管理官が担当する請負工事の
施工体制点検の補助業務を行うものである。
    本業務の履行に当たっては、監督職員等が行う行政行為を補完する立場の補助者と
して、工事請負者の行う施工管理、安全対策、諸手続きについて適切な助言を行うため
に、土木技術に関する十分な知識と豊富な現場経験が必要であり、建設業法を始めとす
る関　係法令及び関東地方整備局が定める工事関係基準等に精通していることが必須と
なる。　また、業務を遂行する技術者は、営利企業である工事の請負業者等と一線を画
し、公平かつ中立の立場が強く求められると共に、業務上知り得た秘密の保持に関して、
厳格かつ高度な対応が求められる。
　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与
することを目的に設立され、国土交通省が実施する建設事業の施工管理に関する業務の
受託を広範に行っており、多くの技術員を確保しているとともに、円滑な業務履行に資す
るために、これら技術員に対しても工事に係る施工管理、監督、安全対策等の教育研修
を実施し、質的な向上に努めていることから、均質な業務執行が組織的に可能である。
加えて、工事の請負業者との資本関係が存在しないため、公平、中立の担保及び秘密の
保持が確実に可能である。これらは発注者の意図に十分合致するものである。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定によ
り、（社）関東建設弘済会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3463 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７計画調査等資料作成業務
委託

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年04月01日 86,100,000

本業務は、管内の事業の計画・調査・設計等について、東京国道事務所工務第一課、調
査課、管理第二課及び電気通信課内における計画補助および調査補助として資料作成
等を行うものである。
　業務の遂行にあたっては、資料作成に加え、関係機関との協議調整において行政を補
完するものであり、関係法令及び諸基準等に関し十分精通していることや、道路行政につ
いての十分な理解、情報の取り扱いに関する留意等を必要とする極めて特殊な業務であ
る。また、各課において発注されるコンサルタント業務や工事に関わる資料作成の実施に
あたっては厳格な秘密保持を行うことが求められるものであり、さらに発注後においても
営利企業である請負業者側と一線を画した公平・中立的な立場で適切な対応をすること
が求められる。
　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し国土開発の発展に寄与す
ることを目的として設立され、建設事業に関する業務の受託を業務とし長年信頼性の高
い成果を納めている。また、道路行政及び国土交通省の行う業務に関する教育・研修、
倫理的指導等を実施して技術力や知識の向上に努めるとともに、その技術者を数多く確
保していることから、本業務に必要な技術と経験を有していると判断できること、さらに営
利活動を求めない公益法人としての役割から営利企業である請負業者側と一線を画した
公平・中立的な立場で適切な対応ができるものである。
　よって、本業務を遂行するためには、社団法人関東建設弘済会が唯一の契約対象であ
り、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により随
意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3464 （社）交通工学研究会
平成１７年度大都市交通問題対
策検討

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年08月19日 9,975,000

本業務は、東京都区内の道路交通問題に対して、交通システムマネジメントの発想を取り
入れながら、既存ストックおよび既存データを効率的に活用するための施策と、施策の評
価方法について、交通工学的な観点から学識経験者等による検討委員会等で意見、助
言や提案を頂きながら検討を行うものである。
　　業務の遂行にあたっては、道路交通の安全と円滑化等、交通工学に関する豊富な
データや情報の蓄積、豊富な経験を有しているとともに、東京都区内における交通問題
や、その対策等に関する高度な知識を有している必要がある。
　社団法人交通工学研究会は、交通工学の研究の促進と、交通に関する技術の向上普
及により道路交通の安全と円滑および環境との調和を図り、もって公共の福祉の増進に
寄与することを目的として設立され、「交通工学に関する研究」「交通工学に関する研究発
表会、講演会及び講習会の開催」などを事業としている法人である。また、本業務の基礎
となる自主研究として、平成１３年度から専門家等で構成される「大都市交通問題対策検
討委員会」を立ち上げ、その「委員会」の中で既存データ及び既存ストックを有効活用する
ための様々な研究、提案等を行っていることから、「委員会」及びその構成メンバーである
学識経験者等において蓄積された豊富なデータや情報及び高度な知識を活用すること
が、本業務の実施にあたり、 も妥当性がある。従って、社団法人交通工学研究会が、本
業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定
により、社団法人交通工学研究会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3465 （社）日本交通計画協会
平成１７年度国道２４６号大橋地
区整備検討業務

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年12月19日 14,910,000

本業務は、国道２４６号大橋地区において地元、目黒区及び東京都などが進めているま
ちづくり、及び首都高速道路株式会社において建設が進められている大橋ジャンクション
（ＪＣＴ）の周辺地区の一体的整備に併せて、関連する国道歩道部の整備形態について検
討を行うものである。
本業務の遂行にあたっては、都市内道路及び関連する交通施設との一体的計画に関す
る知見及び道路法、都市計画法等の関連法令に精通していることが必要である。
　　　社団法人日本交通計画協会は、都市内道路をはじめとする我が国の交通に関する
諸施設の整備計画の一体化を推進することを目的に設立された法人であり、全国におけ
る自治体の同種施設整備に関する支援を進めている他、都市・地域整備局街路課と共同
で都市内道路における整備指針の検討を進めるなど、高度な知識と豊富な経験を有して
いる。また、本業務の対象となる大橋1,2丁目の街並みづくりにおいては、大橋ＪＣＴや国
道２４６号等との関連性を検討することが必要不可欠であることから、本業務を遂行する
に必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第三号の規定
により、社団法人日本交通計画協会と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3466 東京電力（株） 電灯外４月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年04月25日 1,032,334

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3467 東京電力（株） 街路灯外４月分
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年05月23日 27,591,721

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第3号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3468 東京電力（株） 街路灯等５月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年06月07日 2,254,272

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3469 東京電力（株） 街路灯等外５月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年06月14日 3,644,533

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3470 東京電力（株） 街路灯等５月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年06月20日 30,503,418

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3471 東京電力（株） 街路灯外４月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年05月09日 3,340,356

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3472 東京電力（株） ４月分電灯外電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年05月16日 4,802,987

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3473 東京電力（株） ６月分電灯等電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年06月28日 1,935,733

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3474 東京電力（株） ６月分街路灯等電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年07月12日 4,691,702

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3475 東京電力（株） 亀有出張所外７月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年07月19日 13,185,161

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3476 東京電力（株） 街路灯等７月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年07月25日 16,145,947

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3477 東京電力（株） 街路灯等７月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年07月29日 2,211,435

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3478 東京電力（株） 亀有出張所外７月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年08月05日 3,780,287

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3479 東京電力（株） 電灯等外７月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年08月17日 27,343,282

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3480 東京電力（株） 街路灯等８月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年08月29日 3,768,461

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3481 東京電力（株） 電灯等８月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年09月05日 7,682,437

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3482 東京電力（株） 街路灯等８月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年09月06日 4,499,647

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3483 東京電力（株） 街路灯等８月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年09月12日 17,496,289

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3484 東京電力（株） 万世橋出張所外８月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年09月26日 4,856,461

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3485 東京電力（株） 電灯等９月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年10月04日 6,849,931

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3486 東京電力（株） 電灯等９月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年10月07日 14,411,200

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3487 東京電力（株） 電灯等９月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年10月11日 9,309,925

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3488 東京電力（株） 街路灯外９月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年10月21日 3,536,580

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3489 東京電力（株） 街路灯外１０月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年11月07日 8,313,604

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3490 東京電力（株） 街路灯外１０月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年11月08日 10,710,421

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3491 東京電力（株） 街路灯等１０月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年11月18日 17,129,454

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)
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3492 東京電力（株） 電灯等外１１月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年11月28日 2,149,106

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3493 東京電力（株） 街路灯等１１月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年12月02日 1,890,682

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3494 東京電力（株） 電灯等１１月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年12月12日 23,103,240

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3495 東京電力（株） １１月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年12月09日 3,159,180

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3496 東京電力（株） 電灯等１２月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年12月16日 4,152,019

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3497 東京電力（株） 街路灯等１２月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2005年12月22日 1,226,469

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3498 東京電力（株）
街路灯等外１１月～１２月分電気
料

石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2006年01月05日 1,561,827

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3499 東京電力（株） 街路灯等１２月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2006年01月11日 9,715,151

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3500 東京電力（株） 街路灯等１２月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2006年01月16日 23,265,125

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3501 東京電力（株） 電灯等１月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2006年01月24日 1,084,900

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3502 東京電力（株） 街路灯等１月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2006年01月31日 3,482,736

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3503 東京電力（株） 街路灯等１月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2006年02月06日 26,559,840

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3504 東京電力（株） 電灯等２月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2006年02月21日 9,707,378

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3505 東京電力（株） 街路灯等外２月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2006年02月28日 2,896,916

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3506 東京電力（株） 街路灯等２月分電気料
石川雄章　東京国道事務所　東京都千
代田区大手町１－３－３

2006年03月08日 18,581,384

光熱水料
適用法令：会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3507 （財）海洋架橋・橋梁調査会 １７Ｊ相武国道事務所橋梁検査
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年11月07日 6,510,000

本業務は、請負工事の契約の履行に必要な資料の作成及び施工状況の照合を行うな
ど、工事の適正な履行を図るものである。このため、本業務の遂行にあたっては、道路事
業全般に精通することはもとより、業務内容を十分理解して、的確な判断が可能な経験及
び能力を必要とする。また、業務の遂行にあたっては地元及び関係機関との協議・調整
に必要な資料を作成することから、業務上知り得た事柄に対する秘密の保持を要する業
務である。社団法人関東建設弘済会は、工事及び設計・積算に関する豊富な経験と専門
的知識を持つ人材を有し、技術研修会等を開催して、技術者に対して現場管理技術に関
する専門知識を習得させ、資質の向上を図っている。また、これまでも請負工事の適正な
履行に関する業務等を行っており、唯一の契約対象である。
会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

問題があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3508 （財）計量計画研究所
１７Ｆ管内道路行政に関する合意
形成方策検討

森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2006年02月13日 18,270,000

本業務の遂行にあたっては、道路管理業務全般に精通することはもとより、業務内容を十
分理解して、的確な判断が可能な経験及び能力を必要とする。また、業務の遂行にあ
たっては、業務上知り得た事柄に対する秘密の保持を要する。社団法人関東建設弘済会
は、道路管理に関する豊富な経験と専門的知識を持つ人材を有し、道路管理業務の手
続き・内容を熟知しており、これまでも道路管理に関する業務を行っており、唯一の契約
対象である。よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号の規定により、社団法人関東建設弘済会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3509 （財）公共用地補償機構
１７Ｂさがみ縦貫愛川地区用地
検討

森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年09月07日 13,440,000

複雑かつ特殊な補償案件の場合には、職員自らが補償額算定を行うことは相当に困難
であり、高度な専門的分野について造脂の深い学識経験者に委ねることが必要である。
この場合、補償額算定に当たっての事前調査は、単純な目視による現地調査や登記簿
等による書類調査だけでは到底不十分であり、補償対象物件の特殊性や被補償者側の
特殊事情などを十分に精査し的確に評価する必要がある。そのためには、被補償者側の
諸々の情報を的確に把握する必要があるが、民間コンサルタントであっては相手方の十
分な信頼を得ることができないため困難であるおそれもあり、機構という公益法人であっ
て初めて可能となることも十分期待できる。また、補償額の説明段階では、実際に補償額
算定に携わった機構職員を帯同し説明補助を行わせることによって相手方の十分な信頼
を得ることができる。こうした業務全般にわたっては厳格な守秘性が求められるものであ
り、国交省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行
させる必要がある。機構は補償業務に精通した各分野の学識経験者と常に連携できる体
制を有し、しかも首都圏、近畿圏など大都市圏における補償案件を手がけるために設立
された唯一の公益法人であることから、機構と随意契約するものとする。
会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（平
成１９年度から企画競争を実施
し、その後総合評価による一般
競争を検討）

公募手続を導入

3510 （財）公共用地補償機構 １７Ｃ圏央道用地取得準備
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年04月01日 131,250,000

本業務は、早期の供用開始を見据え、計画的かつ短時間に実施することが求められるこ
と及び収用手続き等の特殊な知識が必要であること等、極めて難度の高い特殊なもので
ある。
財団法人公共用地補償機構は、公共事業の施行に伴う損失補償制度等に関する調査、
研究及び損失補償等に関する調査算定、精度監理を行うとともに公共事業の円滑な推進
を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とし、これまでも当地方整備局、
公団、地方公共団体等の特殊案件などの調査算定、研究等を数多く行っている。その知
識と経験は、昨年度実施された八王子JCTからあきる野IC間の収用裁決における、２，０
００名に対する支払等補助の際にも、遺憾なく発揮されており、本業務を迅速かつ的確に
遂行できる契約対象機関である。従って、本業務は会計法第２９条の３第４項、予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号に適合することから、財団法人公共用地補償機構と随意
契約を行うものである。

#REF!

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（平
成１９年度から企画競争を実施
し、その後総合評価による一般
競争を検討）

公募手続を導入

3511 （財）公共用地補償機構 １７Ｃ圏央道用地取得補助
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年04月01日 24,675,000

複雑かつ特殊な補償案件の場合には、職員自らが補償額算定を行うことは相当に困難
であり、高度な専門的分野について造脂の深い学識経験者に委ねることが必要である。
この場合、補償額算定に当たっての事前調査は、単純な目視による現地調査や登記簿
等による書類調査だけでは到底不十分であり、補償対象物件の特殊性や被補償者側の
特殊事情などを十分に精査し的確に評価する必要がある。そのためには、被補償者側の
諸々の情報を的確に把握する必要があるが、民間コンサルタントであっては相手方の十
分な信頼を得ることができないため困難であるおそれもあり、機構という公益法人であっ
て初めて可能となることも十分期待できる。また、補償額の説明段階では、実際に補償額
算定に携わった機構職員を帯同し説明補助を行わせることによって相手方の十分な信頼
を得ることができる。こうした業務全般にわたっては厳格な守秘性が求められるものであ
り、国交省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行
させる必要がある。機構は補償業務に精通した各分野の学識経験者と常に連携できる体
制を有し、しかも首都圏、近畿圏など大都市圏における補償案件を手がけるために設立
された唯一の公益法人であることから、機構と随意契約するものとする。
会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（平
成１９年度から企画競争を実施
し、その後総合評価による一般
競争を検討）

公募手続を導入

3512 （財）公共用地補償機構 １７Ｃ圏央道用地検討
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年04月01日 40,950,000

複雑かつ特殊な補償案件の場合には、職員自らが補償額算定を行うことは相当に困難
であり、高度な専門的分野について造脂の深い学識経験者に委ねることが必要である。
この場合、補償額算定に当たっての事前調査は、単純な目視による現地調査や登記簿
等による書類調査だけでは到底不十分であり、補償対象物件の特殊性や被補償者側の
特殊事情などを十分に精査し的確に評価する必要がある。そのためには、被補償者側の
諸々の情報を的確に把握する必要があるが、民間コンサルタントであっては相手方の十
分な信頼を得ることができないため困難であるおそれもあり、機構という公益法人であっ
て初めて可能となることも十分期待できる。また、補償額の説明段階では、実際に補償額
算定に携わった機構職員を帯同し説明補助を行わせることによって相手方の十分な信頼
を得ることができる。こうした業務全般にわたっては厳格な守秘性が求められるものであ
り、国交省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行
させる必要がある。機構は補償業務に精通した各分野の学識経験者と常に連携できる体
制を有し、しかも首都圏、近畿圏など大都市圏における補償案件を手がけるために設立
された唯一の公益法人であることから、機構と随意契約するものとする。
会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（平
成１９年度から企画競争を実施
し、その後総合評価による一般
競争を検討）

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3513 （財）公共用地補償機構
１７Ｃ圏央道用地取得関係資料
収集・分析等業務

森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2006年01月30日 40,950,000

本業務を遂行するにあたっては、補償内容及び各種手続等に関する様々な課題や対応
策にかかる高度な分析を行うものであり、高度な守秘義務と中立性及び公平性が必要と
なり、用地取得事務や損失補償制度に精通している必要がある。
財団法人公共用地補償機構は、寄附行為上、公共事業の円滑な推進を図り、もって公共
の福祉の推進に寄与することを目的として設立され、公共事業の施行に伴う損失補償制
度に関する調査、研究及び損失補償等に関する業務の補助を業務とし、これまでも、当
整備局、公団、地方公共団体の特殊案件の調査算定を数多く行っており、高度な知識と
損失補償分野の種々の経験及び豊富な経験を有している。よって、上記法人は、本業務
を迅速かつ的確に遂行できる唯一の契約対象機関であることから、会計法第２９条の３第
４項予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、財団法人公共用地補償機
構と随意契約を行うものである。

#REF!

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（平
成１９年度から企画競争を実施
し、その後総合評価による一般
競争を検討）

公募手続を導入

3514 （財）公共用地補償機構 １７Ｃ圏央道用地取得実施
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年04月01日 61,950,000

複雑かつ特殊な補償案件の場合には、職員自らが補償額算定を行うことは相当に困難
であり、高度な専門的分野について造脂の深い学識経験者に委ねることが必要である。
この場合、補償額算定に当たっての事前調査は、単純な目視による現地調査や登記簿
等による書類調査だけでは到底不十分であり、補償対象物件の特殊性や被補償者側の
特殊事情などを十分に精査し的確に評価する必要がある。そのためには、被補償者側の
諸々の情報を的確に把握する必要があるが、民間コンサルタントであっては相手方の十
分な信頼を得ることができないため困難であるおそれもあり、機構という公益法人であっ
て初めて可能となることも十分期待できる。また、補償額の説明段階では、実際に補償額
算定に携わった機構職員を帯同し説明補助を行わせることによって相手方の十分な信頼
を得ることができる。こうした業務全般にわたっては厳格な守秘性が求められるものであ
り、国交省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行
させる必要がある。機構は補償業務に精通した各分野の学識経験者と常に連携できる体
制を有し、しかも首都圏、近畿圏など大都市圏における補償案件を手がけるために設立
された唯一の公益法人であることから、機構と随意契約するものとする。
会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（平
成１９年度から企画競争を実施
し、その後総合評価による一般
競争を検討）

公募手続を導入

3515 （財）国土技術研究センター
１７Ｇ圏央道北区間道路建設技
術検討

森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年04月11日 23,520,000

　本業務の遂行にあたっては、新しい建設技術、計画立案技術に着目し、社会が要請す
る情報を速やかに反映された、広域な視点での検討を行うための高度な知識と豊富な経
験を要するとともに、過年度に実施した、八王子南ＩＣ、あきる野ＩＣの環境・景観保全対策
の方向性、宝生寺トンネル北坑口、川口トンネル換気所環境保全対策の基本方針等の
検討内容及び、学識経験者等で構成される委員会で検討されている各保全対策の審議
経緯・内容等について詳細に熟知している必要がある。
　財団法人国土技術研究センターは、同法寄付行為第４条に記載されているとおり、道路
等の整備、利用、保全その他の管理に関し、特に高度かつ総合的な調査研究等を行って
いる公益法人であり、道路に係わる技術開発動向等の調査検討業務、環境アセスメント
技術の開発に関する調査業務等を実施するなど、広域な視点での検討を行うための高度
な知識と豊富な経験を有している。
　また、平成元年度から継続的に当該路線における「道路建設技術検討業務」等におい
て環境・景観の保全対策についての調査、検討を実施しているとともに、学識経験者等で
構成される委員会によって保全対策の検討を実施していることから、本業務を遂行するに
必要な要件を備えた契約対象機関である。よって、会計法第２９条の３第４項予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号の規定により、財団法人国土技術研究センターと随意契約
を行うものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

3516 （財）道路空間高度化機構 １７Ｆ管内道路空間整備検討
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年07月04日 31,080,000

　本業務の遂行にあたっては、道路空間の有効利用、沿道の景観の保全、整備等に関し
て広範囲で高度な知識を有していることが必要であり、美観性、快適性等を含む道路空
間の有効利用や沿道景観の整備等について精通・熟知した専門的な知識と豊富な経験
が不可欠である。
　財団法人道路空間高度化機構は、「道路と建築物等との立体的整備」、「道路とその沿
道の建築物等の一体整備」等、道路整備と併せた良好な市街地形成を図り、地域社会の
創生に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的に設立された財団法人であり、そ
の業務内容に、沿道との一体的な道路空間に関する調査研究や技術開発等の業務、道
路空間の有効かつ高度な利用を図るための事業を施工又は推進する業務への協力等を
行うことなどを掲げており、道路空間の有効利用と沿道を含む道路整備等をあわせ持つ
高度で先進的な技術を有している。会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3517 （財）道路新産業開発機構 １７Ｊ多摩地区ＩＴＳ事業方策検討
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年09月15日 13,041,000

　本業務の遂行にあたっては、ＩＴＳ技術を活用した高度情報化技術等について、高度な
専門知識と経験を有するとともに、ＩＴＳ導入に関する基本的な考え方を詳細に熟知してい
ることが必要不可欠である。
　財団法人道路新産業開発機構は、国民経済の発展と国民生活の向上に寄与すること
を目的として設立され、道路に関連する新しい産業分野について調査研究を行うととも
に、その開発プログラムを策定することにより、道路機能の健全な発展と道路整備の拡充
に貢献してきた。これまでにもＶＩＣＳ、ＥＴＣ、ＡＨＳ技術の立ち上げ等、多様なＩＴＳサービス
を実現するため調査・研究・開発に産学官連携の中枢機関として先駆的に取り組んでお
り、業務を遂行するに必要不可欠な高度な知識と豊富な経験を有する唯一の契約対象機
関である。よって、会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の
規定により、財団法人道路新産業開発機構と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3518 （財）道路保全技術センター １７Ｈ管内道路施設管理検討
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年07月14日 10,605,000

本業務は、橋梁・トンネル等の大規模なものから防護柵・標識・照明等、多種多様で膨大
な道路施設等の情報を合理的に管理することにより、高度化・多様化する道路行政への
迅速かつ的確な対応に資することを目的とするものである。
　本業務は、工事請負業者等が作成する道路施設基本データの作成支援と審査、ならび
に同データの補完・補正を行い、既存の道路施設管理データベースへの更新等を行うも
のであり、道路行政判断を伴う土木技術及び道路施設管理データベース等に関する電子
情報技術を同時に必要とする特殊な業務であるため、実施にあたっては道路管理者の視
野に立った行政的な知識及び経験が必要不可欠である。
　財団法人道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査・研究、技術開発、
システム開発整備、技術の指導、情報の収集整理及び提供を行うことにより効率的かつ
合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の
向上に寄与することを目的として設立された公益法人である。
　当法人は、平成２年度より道路施設管理データベースの初期整備及び更新業務を継続
実施しているほか、道路施設等の管理に関する同種業務として舗装管理支援システムや
橋梁データベース管理システム、重要構造物図面検索システムなどのシステム開発・
データ整備を手がけるなど、道路行政判断に精通した土木技術者や道路施設管理データ
ベース等に係る電子情報技術者を多数有するとともに、システム構成、管理運用方法、
データ整備方法等を熟知しており、本業務の遂行に必須の知識・技術・経験を有している
唯一の契約対象機関である。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3519 （財）道路保全技術センター １７Ｋ管内空洞調査
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年09月20日 40,215,000

本業務は、調査収集したデータを、これまで蓄積されたデータ情報を基に総合的に解析
し、路面下空洞の特定を行うという極めて高度な技術と経験を必要とし、更に探査機器等
の熟知及び調査・解析手法等の専門的な技術及び知識が必要不可欠である。また、本業
務に必要な空洞柱状図の写真撮影についての特許を取得し、分析・診断等の技術を有し
ており、本業務を遂行するひ必要な高度な技術と経験を有する唯一の契約対象機関であ
る。よって、会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、財団法人道路保全技術センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3520 （財）日本気象協会 １７Ｊ気象情報提供
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年04月01日 11,550,000

当事務所における情報提供機器では降水量などの予測が不可能なため、的確な防災対
策確立が困難となっている。このため、降水量や降雪量、雨量強度などの予測情報を取
り込み、事前通行規制区間である大垂水峠等の局地的地域の防災遂行や管理強化に努
めるものである。
　上記法人は、専任の気象予報士を数多く有し、また、局地気象地予測モデルをリアルタ
イムで運用して、精度の高い局地予想を提供している契約対象法人である。会計法第２９
条の３第４項予算決算及び会計令第１０２条の４第３号。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの
(18年度以降、一般競
争に移行)

3521 （社）関東建設弘済会 １７Ｊ道路情報連絡
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年04月01日 13,125,000

  本業務の遂行にあたっては、沿線の住民はもとより一般のドライバー、警察、消防等か
ら道路工事及び交通事故等に関する緊急情報が通報されることから、道路管理に関する
高度な知識と経験が必要であり、さらに公共工事、道路法に関する内容にも精通・熟知
し、広範な知見が不可欠である。
  上記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与することを目的に
設立され、建設事業に関する業務の受託を業務とし、道路行政及び道路管理等の知識
が豊富であることから、業務の内容を、確実・敏速に遂行することが可能である。
  また、関東地方整備局の発注する公共工事の発注者の立場で総括管理した経験を持
ち、有能な人材を確保し、責任ある業務を遂行できる契約対象法人である。会計法第２９
条の３第４項予算決算及び会計令第１０２条の４第３号。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3522 （社）関東建設弘済会 １７Ａ清掃賄その他雑役
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年04月01日 3,465,000

  本業務の履行にあたっては、職員の健康管理に配慮するとともに、国の施設であること
から、来客や近隣住民への対応も国の職員と同等に行わなければならない。また、寮の
秩序、建物の構造、機械設備等の特殊事情を熟知していることは勿論のこと、ゴミ問題、
防犯等、地域との関連性から豊かな経験と信頼を有することが不可欠である。
　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって地域社会及び国土
の健全な発展に寄与することを目的に設立された公益法人であり、福利厚生に関する事
業を行うことも目的の一つとし、職員の健康管理・来客対応に関する教育・研修に努め当
該業務の目的と意義を十分理解している。
　このように、本業務を遂行するために必要な信頼と実績を有し、対応のできる体制を整
えている唯一の法人であることから、随意契約を締結するものである。会計法第２９条の３
第４項予算決算及び会計令第１０２条の４第３号。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3523 （社）関東建設弘済会
１７Ｂさがみ縦貫道路外補償説
明

森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年04月01日 22,890,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補
助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高
い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠
なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）
で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場
はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保でき
る公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
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（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3524 （社）関東建設弘済会
１７Ｃ圏央道・事業損失・費用負
担説明等業務

森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年11月07日 24,150,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補
助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高
い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠
なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）
で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場
はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保でき
る公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3525 （社）関東建設弘済会 １７Ｄ管内現場技術・技術補助
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年04月01日 311,850,000

本業務は、相武国道事務所管内の工事において監督職員の行う現場監督の補助及び相
武国道事務所工務課における事業の計画・実施に係わる資料作成等の補助業務を行う
ものである。
　現場技術員の業務履行にあたっては、国土交通省の定める土木工事監督基準、施工
管理基準等に精通しているとともに、発注者の立場に立った監督を補助することが必要で
あり、技術補助業務においても発注者の立場での資料作成能力が要求される。
  上記法人は、「建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与すること」を目的
に設立され、「建設事業に関する業務の受託」を業務とし、道路行政及び道路技術等の知
識が豊富であることから、発注者の意向を確実、敏速に業務に反映する事が可能であ
る。
　また、道路行政及び国土交通省の行う工事に係わる施工の管理、監督、安全対策の教
育・研修を実施し、有能な人材を確保し、現場技術管理に責任ある業務を遂行しており、
本業務の遂行に も適した法人である。
  よって、上記法人と随意契約するものである。会計法第２９条の３第４項予算決算及び
会計令１０２条の４第３号。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3526 （社）関東建設弘済会 １７Ｈ道路管理技術補助
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年04月01日 15,225,000

  本業務を遂行するにあたっては、道路法に基づく承認工事、占用許可、通行許可算定シ
ステムを利用した特殊車両通行許可の合否判定、道路台帳の点検・管理、更新業務を行
うなど、道路構造令（道路幅員・橋梁・トンネル・交差点等）、車両制限令などの諸法令に
精通することはもとより、許認可事務を行うにあたっての広範な知見、かつ他の道路管理
者との連絡、調整等迅速な対応、処理が必要で、道路に関する高度な行政的な知識、経
験が不可欠である。
 上記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与することを目的に
設立され、建設事業に係る業務の受託を業務とし、道路行政及び、道路管理等の知識が
豊富であることから、業務内容を確実・的確に処理できる。 また、建設事業に関する教
育・研修を実施し、有能な人材を確保し、責任ある業務の遂行を行える唯一の機関であ
る。よって、会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
基づき、随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3527 （社）関東建設弘済会 １７Ｊ現場技術・技術補助
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年04月01日 299,250,000

  現場技術員の業務履行にあたっては、国土交通省の定める土木工事監督基準、施工
管理基準等に精通しているとともに、発注者の立場に立った監督を行う事が必要であり、
技術補助においても発注者の立場での資料作成が要求され、道路管理技術補助につい
ては道路法をよく理解し管理者の立場での管理を要求される。
  上記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与することを目的に
設立され、建設事業に関する業務の受託を業務とし、道路行政及び道路技術等の知識
が豊富であることから、発注者の意向を確実、敏速に業務に反映する事が可能である。
　また、建設事業の経験を有する多くの技術者を確保しているとともに建設事業に係わる
施工の管理、監督、安全対策の教育・研修を実施していることから、責任有る業務を遂行
できる契約対象法人である。会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3528 （社）道路緑化保全協会
１７Ｇさがみ縦貫道路植物保全
検討

森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年07月12日 8,631,000

本業務の遂行にあたっては、貴重な樹木の移植・保全に係る高度な知識と豊富な経験を
要すると共に、城山町のウラジロガシ固有の生態を熟知し、生態の特性に即した調査・検
討を行う必要がある。さらに、過年度に専門家を交えて実施した応急対策等や検討会で
の現地調査・保全方針の検討等の審議経緯・内容等について詳細に熟知している必要が
ある。
　社団法人道路緑化保全協会は、道路と環境との調和を考究し、道路に関する緑化の推
進と緑地の保全を通じて、良好な道路環境の創造を図り、もって健康で文化的な国民生
活の向上に寄与することを目的として設立された法人であり、貴重な樹木や植物の移植
試験や保全に関する検討を行う等、高度な知識と豊富な経験を有している。
　また、ウラジロガシの現地確認以降、民間コンサルタントにはない多数の樹木医・専門
技術者との人的・情報ネットワークや、貴重な樹木の移植・保全に係るノウハウを駆使し
て、現地調査・保全方針の検討等を行うと共に、検討会の事務局を担当する等、城山町
のウラジロガシ固有の生態を詳細に熟知しており、これまでの調査・検討経緯を踏まえ生
態の特性に即した保全方針の具体化を図るための技術指導を行うことのできる唯一の機
関であり、本業務を遂行するに必要な用件を備えた唯一の契約対象機関である。よって、
会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、社団
法人道路緑化保全協会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入
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3529 （社）日本建設機械化協会 １７Ｄ圏央道トンネル検討
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年04月01日 30,135,000

本業務の遂行にあたっては、当該トンネルにおいて採用した新工法に関する施工の実態
調査、施工評価、および施工歩掛かり算定を的確に判断するためには、トンネル施工技
術に広範囲かつ 新な知識を有している必要がある。社団法人日本建設機械化協会は
「建設事業の機械化を推進し、国土の開発と経済の発展に寄与すること」を目的に設立さ
れた公益法人であり、その付属機関である施工技術総合研究所は「建設機械化に関する
試 験研究を実施することにより、建設機械及び機械化施工に関する技術の向上を図り、
建設事業の生産性向上に寄与する」ことを目的として設置されたものである。施工技術総
合研究所は、建設機械及び機械化施工に関する試験・調査・研究・開発等を行っており、
特にトンネル施工機械に関する研究や技術指導に取り組むなど、トンネルの施工技術に
ついて総合的な技術力及び豊富な経験を有している。また、全国のトンネル技術に関し、
評価及び指導を行っていることから、本業務に必要な要件を備えた唯一の契約対象機関
である。会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3530 （社）日本建設機械化協会
１７Ｄ圏央道トンネル設計施工検
討

森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2006年01月17日 21,210,000

本業務の遂行にあたっては、当該トンネルにおいて採用した新工法に関する施工の実態
調査、施工評価、および施工歩掛かり算定を的確に判断するためには、トンネル施工技
術に広範囲かつ 新な知識を有している必要がある。社団法人日本建設機械化協会は
「建設事業の機械化を推進し、国土の開発と経済の発展に寄与すること」を目的に設立さ
れた公益法人であり、その付属機関である施工技術総合研究所は「建設機械化に関する
試 験研究を実施することにより、建設機械及び機械化施工に関する技術の向上を図り、
建設事業の生産性向上に寄与する」ことを目的として設置されたものである。施工技術総
合研究所は、建設機械及び機械化施工に関する試験・調査・研究・開発等を行っており、
特にトンネル施工機械に関する研究や技術指導に取り組むなど、トンネルの施工技術に
ついて総合的な技術力及び豊富な経験を有している。また、全国のトンネル技術に関し、
評価及び指導を行っていることから、本業務に必要な要件を備えた唯一の契約対象機関
である。よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規
定により、社団法人日本建設機械化協会施工技術総合研究所と随契約を締結するもの
である。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3531 東京電力（株） ４月分庁舎電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年04月25日 1,231,722

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3532 東京電力（株） ４月分電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年05月09日 3,257,388

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3533 東京電力（株） ４月分電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年05月17日 3,439,571

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3534 東京電力（株） ５月分庁舎電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年05月23日 1,048,915

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3535 東京電力（株） ５月分電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年05月30日 2,430,800

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3536 東京電力（株） ５月分電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年06月13日 4,029,762

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3537 東京電力（株） ６月分庁舎電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年06月14日 1,091,841

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3538 東京電力（株） ６月分電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年06月24日 2,228,913

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3539 東京電力（株） ６月分電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年07月11日 3,123,455

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3540 東京電力（株） ７月分庁舎電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年07月14日 1,094,978

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3541 東京電力（株） ７月分電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年08月01日 2,432,970

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)
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3542 東京電力（株） ７月分電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年08月11日 3,982,615

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3543 東京電力（株） ８月分庁舎電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年08月17日 1,231,384

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3544 東京電力（株） ８月分電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年08月26日 2,323,835

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3545 東京電力（株） ８月分電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年09月07日 3,882,563

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3546 東京電力（株） ９月分庁舎電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年09月15日 1,314,928

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3547 東京電力（株） ９月分電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年10月04日 2,269,960

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3548 東京電力（株） ９月分電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年10月13日 3,440,389

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3549 東京電力（株） １０月分庁舎電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年10月18日 1,182,366

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3550 東京電力（株） １０月分電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年11月02日 3,429,658

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3551 東京電力（株） １０月分電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年11月16日 3,704,811

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3552 東京電力（株） １１月分庁舎電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年11月16日 1,104,675

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3553 東京電力（株） １１月分電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年12月01日 3,397,304

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3554 東京電力（株） １１月分電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年12月15日 3,612,870

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3555 東京電力（株） １２月分電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年12月21日 1,348,501

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3556 東京電力（株） １２月分庁舎電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年12月21日 1,117,308

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3557 東京電力（株） １２月分電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2006年01月06日 3,185,700

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3558 東京電力（株） １２月分電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2006年01月17日 2,779,556

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3559 東京電力（株） １月分庁舎電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2006年01月17日 1,201,811

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3560 東京電力（株） １月分電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2006年02月01日 3,801,492

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)
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3561 東京電力（株） １月分電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2006年02月14日 4,030,444

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3562 東京電力（株） ２月分電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2006年02月14日 1,297,761

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3563 東京電力（株） ２月分電気料
森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2006年03月02日 3,387,057

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3564 東京電力（株）
福生電線共同溝工事に伴う既設
電線類の移設補償費

森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2005年11月29日 156,852,553

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3565 東京電力（株）
西橋本電線共同溝工事により生
じた連系管路の補償費

森戸義貴　相武国道事務所　東京都八
王子市大和田町４－３－１３

2006年02月01日 19,941,222

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3566
（財）ダム水源地環境整備
センター

相模川水系における治水機能等
改善方策検討業務

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年07月20日 28,140,000

これまで検討の手順が確立されていない、３ダムを対象として治水、利水、環境の面から
より合理的利用を目指した新たな貯水池運用検討を行うものである。このためには、ダム
に関する工学的、社会経済的、行政的知見を総合的に駆使する必要があり、ダム諸量Ｄ
Ｂ、河川水辺の国勢調査DB、全国水源地域センサスＤＢ等を利用することが必要不可欠
である。WECが保有するこれらのDBは、長期間に亘る調査・研究の実績の中から構築さ
れ、また近年の状況を把握しつつ更新されているものであり、その情報量、精度の面で唯
一信頼のおけるものである。　また、高度な知識及び 新の情報を関係する学識経験者
等の協力のもとに蓄積してゆく必要があるとともに、全国的な広汎な知見のもとに、統一
的に、行政上の政策検討として中立かつ公平な立場から実施する必要がある。ＷＥＣは、
専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由から本業務
の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４
第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3567
（財）リバーフロント整備セン
ター

相模川の水辺環境と地域社会に
関する調査・検討業務

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年08月01日 30,030,000

本業務は、相模川の水辺環境の現状について物理特性や生息環境からの総合的な評価
を行い、今後の相模川のあり方を検討するものである。検討にあたっては、多くの知識と
高度な技術力が必要であるとともに、河川生態について全国の情報を保有し、そのデータ
から河道特性と河川生態についての関係を体系的に整理したデータを保有している必要
があるが、そのようなデータを有しているのは当法人が唯一である。また、検討にあたっ
ては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満たすのは当該財団以外
にない。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3568
（財）リバーフロント整備セン
ター

鶴見川流域再生行動計画等検
討業務

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年05月30日 78,225,000

本業務は、市民団体とともに、行政と市民とが一体となった鶴見川の流域再生行動計画
の策定を行うものであり、河川空間の利用に関する幅広く、多くの知識と高度な技術力が
必要である。また、本業務を実施するにあたっては、河川生態系や自然再生技術に関す
る広範な情報を必要とするが、これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法
第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入
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3569
（財）リバーフロント整備セン
ター

多摩川景観計画検討業務
森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年07月15日 40,110,000

本業務は、多摩川の良好な景観を形成するための方策を検討するものである。検討にあ
たっては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、河川景観形成に関わる全国
の施策のデータを保有し、そのデータから河川景観の技術指針としてのデータを保有して
いる必要があるが、そのようなデータを有しているのは当法人が唯一である。また、検討
にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満たすのは当該財
団以外にない。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項） 見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3570
（財）リバーフロント整備セン
ター

多摩川魚類生息環境改善業務
森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年11月07日 34,650,000

本業務は、多摩川での魚類の生息場の環境改善策の検討を行うものである。検討にあ
たっては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、河川生態について全国の情
報を保有し、そのデータから河道特性と河川生態についての関係を体系的に整理した
データを保有している必要があるが、そのようなデータを有しているのは当法人が唯一で
ある。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満
たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項） 見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3571
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度多摩川河川生態調
査検討業務

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年11月28日 46,305,000

本業務は、多摩川において実施した河川改修事業が河川環境に与える影響を把握し、今
後の河川環境に配慮した計画、工事、管理に反映させるものである。検討にあたっては、
多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、河川生態について全国の情報を保有
し、そのデータから河道特性と河川生態についての関係を体系的に整理したデータを保
有している必要があるが、そのようなデータを有しているのは当法人が唯一である。また、
検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満たすのは当
該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3572
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度多摩川沿川整備方
策検討業務

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年06月21日 49,665,000

本業務は、多摩川における高規格堤防整備の推進方策を検討するものである。高規格堤
防は、都市整備と河川整備とが一体となった整備であり、それぞれの制度に精通している
だけでなく、共同事業実施上の課題や様々な問題に対しての対処策を把握している必要
がある。検討にあたっては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、今日まで
の高規格堤防整備の事例データを保有し、そのデータからあらゆる課題及びその対応方
策を分析、整理してデータとして保有している必要があるが、そのようなデータを有してい
るのは当法人が唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要で
あり、これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項予決
令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3573 （財）河川環境管理財団 水面等利用適正化検討業務
森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年09月05日 35,280,000

本業務の実施に当たっては、河川環境管理に関する豊富な知見、高度な技術、検討事例
等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専門の学識者、専門家からの広範な情報
収集能力を有することが必要となる。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平な検討が必要である。従っ
て当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第29条の3第4項、予
決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行(19年度
以降、企画競争に移行)

3574 （財）河川環境管理財団
平成１７年度京浜河川維持管理
計画検討業務

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年09月12日 40,320,000

本業務の実施に当たっては、当財団がこれまでの研究並びにモデル河川での実践の中
で蓄積してきた当財団が唯一所有する7０項目以上に及ぶ全国主要河川の「河川環境管
理に関する河道情報データベース」を活用し、他河川の事例・課題解決事例を参考にしな
がら計画作りを実施することが必要。また、本業務の実施に当たっては、河道管理に関す
る豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専
門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平な検討が必要。従って当該
業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第29条の3第4項、予決令第
102条の4第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3575 （財）河川環境管理財団
相模川水系環境管理方策等検
討業務

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年05月16日 55,755,000

本業務の実施に当たっては、当財団がこれまでの研究並びにモデル河川での実践の中
で蓄積してきた当財団が唯一所有する7０項目以上に及ぶ全国主要河川の「河川環境管
理に関する河道情報データベース」を活用し、他河川の事例・課題解決事例を参考にしな
がら計画作りを実施することが必要。また、本業務の実施に当たっては、河道管理に関す
る豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専
門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平な検討が必要。従って当該
業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項予決令第１
０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入
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3576 （財）河川環境管理財団
京浜河川環境教育等検討及び
支援業務

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年04月01日 62,790,000

本業務の検討に当たっては、河川環境教育が先進的な取り組みであることから、河川環
境教育に関する豊富な経験、知識、ノウハウ、国内外の実施状況、事例の情報を有して
いること、「子どもの水辺再発見プロジェクト」の事務局である「子どもの水辺サポートセン
ター」が設置され、これらを通じた様々なデータの蓄積や、市民団体、教育関係者等の意
見を直接的に把握できる情報収集能力が必要である。また、教育に関わる業務であるこ
とから、特定の主体に偏ることなく、中立・公平性を持って業務を推進できることが必要で
ある。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３
第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行(19年度
以降、企画競争に移行)

3577 （財）河川環境管理財団
平成１７年度水質環境保全対策
検討業務

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年08月09日 46,725,000

本業務は、河川・湖沼の水質管理に必要な技術的なマニュアルを検討・作成することを目
的として、都市河川である多摩川・鶴見川をモデルとしてマニュアルの検証を行うための
業務であり、判断の中立性・公平性が特に求められるものである。また、マニュアルの検
証のためには当財団がこれまでの研究の継続の中で蓄積してきた当財団のみが所有す
る全国約1000地点以上の測定データによる「全国一級河川水質データベース」の活用が
必要。さらに、本業務の実施に当たっては、水環境改善に関する豊富な知見、高度な技
術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専門の学識者、専門家から
の広範な情報収集能力を有することが必要。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一
当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3578 （財）河川環境管理財団
平成１７年度鶴見川流域河川防
災教育検討業務

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年11月01日 38,220,000

本業務の検討に当たっては、河川環境教育が先進的な取り組みであることから、河川環
境教育に関する豊富な経験、知識、ノウハウ、国内外の実施状況、事例の情報を有して
いること、「子どもの水辺再発見プロジェクト」の事務局である「子どもの水辺サポートセン
ター」が設置され、これらを通じた様々なデータの蓄積や、市民団体、教育関係者等の意
見を直接的に把握できる情報収集能力が必要である。また、教育に関わる業務であるこ
とから、特定の主体に偏ることなく、中立・公平性を持って業務を推進できることが必要で
ある。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３
第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行（H19年
度以降企画競争に移行）

3579 （財）河川環境管理財団 多摩川河川環境管理検討業務
森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年11月14日 34,860,000

本業務の実施に当たっては、当財団がこれまでの研究並びにモデル河川での実践の中
で蓄積してきた当財団が唯一所有する7０項目以上に及ぶ全国主要河川の「河川環境管
理に関する河道情報データベース」を活用し、他河川の事例・課題解決事例を参考にしな
がら計画作りを実施することが必要。また、本業務の実施に当たっては、河道管理に関す
る豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専
門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平な検討が必要。従って当該
業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項予決令第１
０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3580 （財）河川情報センター 平成１７年度河川情報提供業務
森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年04月01日 5,386,500

本業務は、上記財団がもつ全国の各地方整備局及び各都府県の所有する雨量レーダ、
雨量テレメータ、水位テレメータ等の河川に係わる各種情報について、専用端末装置にて
情報提供を受け、所管河川の出水時等の対応に資するものである。
財団法人河川情報センターは、河川及びその流域に関する情報の収集、処理・加工、解
析、管理及び提供に関する調査研究、情報管理及び情報提供の手法を確立し、その成
果を広く国、公共自治体その他の防災関係機関及び国民社会に提供すること等を目的に
設立されたものであり、本業務の遂行に必要な河川・流域情報及び関連情報の収集、処
理・加工、解析、保管及び提供の出来る唯一の機関である。
よって会計法第２９条の３第４項、予算決算及ぶ会計令第１０２条の４第３号の規定によ
り、上記法人と随意契約するものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

3581 （財）河川情報センター
平成１７年度危機管理演習検討
業務

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年04月01日 19,950,000

自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理を行えるようにするために
は、シナリオのない状況の中で臨機の判断等の対処能力を向上させるための訓練が不
可欠である。ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプレーヤーに分
かれ、コントローラーから付与される状況に応じてシナリオを知らされていないプレーヤー
がその場で判断し行動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法であ
る。当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について著作権を有している。ま
た、災害対応について、経験と代替性のない特定の知識等を有する演習実施組織を擁す
る唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの

①一般競争入札等に移行するた
めの準備に時間を要するもの
(9,942千円、Ｈ１９年度以降に一
般競争入札に移行)
②随意契約によらざるを得ない
もの(10,008千円)

3582 （財）河川情報センター 多摩川流域情報活用検討業務
森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年07月21日 30,240,000

本業務は、多摩川リバーミュージアム構築の一環として、流域情報の活用検討を行うもの
ある。当該財団は、河川資料館の構想、計画、運営について、代替性のない特定の研究
成果をとりまとめて、手引き書を出版している。本業務はこの研究成果を用いるものであ
る。また、当該財団は流域に存する大量の情報を不特定の者の間でやりとりすることにつ
いて、他に類を見ない経験と代替性のない特定の知識を有し本業務を遂行出来る唯一の
者である。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3583 （財）国土技術研究センター
平成１７年度多摩川水流再生方
策検討業務

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年04月18日 37,275,000

今年度は流域内各地区における水量、水質の歴史的変遷と、各地区が抱える水量と水
質に関する課題・問題点を整理し、多摩川水系の水循環系健全化（多摩川の水流再生）
に向けた対策について、関係機関の意見を踏まえながら検討を行う。また、全国的に見て
も先駆的である流域参加型による多摩川の水流のあり方や、多摩川の水流の目標につ
いて検討を行い、多摩川として有すべき水量、水質について明らかにしていく。
業務の遂行にあたっては流域内の水に関係する様々な機関及び、流域住民との協働及
び合意形成が必要であり、流域全体を考慮した総合的な水管理計画の専門知識が必要
となる。
財団法人国土技術研究センターは国と社会が養成する新しい建設技術に関する調査研
究を総合的かつ、効果的に行うことにより国民福祉の向上に寄与することを目的として設
立された法人である。これまでに「水循環健全化に向けた総合施策検討」（水循環系の実
態把握、評価手法を開発）、「大都市圏における水循環系再生構想検討業務」（寝屋川流
域の水量・水質改善等に着目した水循環系再生構想を検討）、「健全な水循環系構築に
向けた計画づくりに関する検討」（流域の水循環や水環境の現状を比較評価するための
新たな指標を検討）に携わっており、業務の目的である流域全体を考慮した「流水総合管
理計画立案」に関する豊富な実績と専門知識を有し、かつ水管理計画の評価技術の開発
に精通している唯一の公益法人である。
よって、会計法第２９条の３第４号、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定によ
り 随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

3584 （財）国土技術研究センター
多摩川における河床変動計算シ
ステム実証検討業務

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2006年02月16日 14,910,000

国として標準化することを前提にしているＪＩＣＥ保有の河川変動計算モデルの改良によっ
てのみ目的が達成されるため、他者との競争はあり得ない。
 よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規程によ
り、上記財団法人と随意契約を行うものである。 その他のもの

ー（随意計画によらざるを得ない
もの）

3585 （財）国土技術研究センター
鶴見川流域水害対策計画検討
業務

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年05月11日 49,297,500

本業務は、上記状況を踏まえ、鶴見川流域において今後の治水対策を進めるため、既存
の計画を踏まえ都市（地域）環境との調和も考慮した河川整備のあり方の検討、内水対
策との連携方法検討及び新たな流域対策検討などを行い、同法に基づく、鶴見川流域お
よび鶴見川における流域水害対策計画立案の提案を行うものである。
本業務の遂行にあたっては、同法制定過程を熟知していること、かつ、これまでの総合治
水計画、流域対策実施経緯状況を熟知し都市整備等の行政的視点を伴った高度な知識
が必要であるとともに、今後の流域整備の方向性を定める上で行政上の豊富な情報と経
験、多領域にわたる高度かつ総合的な技術が必要である。
財団法人国土技術研究センターは、河川審議会都市型水害緊急検討委員会の「都市型
水害対策に関する緊急提言」を踏まえ設立された都市型水害対策検討委員会の事務局
を担当するとともに、前年度に鶴見川流域における治水対策の状況、効率的な施設計画
等の検討（「鶴見川流域治水計画検討業務」平成１７年３月）を行い、内容検討経緯を熟
知しているほか「道路、河川、海岸、都市施設、住宅等の整備、利用、保全その他の管理
に関し、特に高度かつ総合的な建設技術を要する調査研究」を行い、河川と都市排水施
設（下水道等）、流域対策を総合的にとらえる総合な治水計画に関する高度な知識と、行
政行為の補助的な業務を進める上で必要な、行政上の豊富な情報・経験を有しており、
本業務を円滑かつ的確に遂行できる唯一の公益法人である。よって、会計法第29条の３
第4項、予算決算及び会計令第102条の４第３号の規定により、上記財団法人と随意契約
を締結するものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

3586 （財）先端建設技術センター
鶴見川遊水地土壌無害化処理
検討業務

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年05月30日 52,500,000

本業務は、この対策工により保管されている異物混入土の中で比較的汚染濃度の高い
異物混入土（一時保管土Ａ）に安全性の高い恒久的な無害化処理の対策を施すことを目
的に、平成１４年度より実施している委員会を企画運営し、無害化処理技術の応募技術
の評価及び確認実験計画の検討を行うものである。本業務の遂行にあたっては、汚染土
壌の無害化処理・処分技術の検討を行うとともに、学識経験者等からなる委員会をを企
画運営することから、土壌汚染処理等に関する 先端かつ高度な技術と経験を要する業
務であり、環境行政との整合、建設業への新技術の導入方式の確立等を行政的視野に
立った広範囲な知見を有していることが不可欠である。上記法人は、国と社会が要請する
新しい建設技術に関する研究開発を総合的、効果的に行い建設技術水準を向上させるこ
とを目的に、建設事業に係る副産物の利用及び処理、環境の保全及び改善、施工計画・
施工方法・マネジメントシステム等に関する事業を行っている。また、土木研究所及び民
間企業との共同研究開発として①施工新技術の研究開発：施工総プロ②建設副産物の
高度処理技術の研究開発：副産物総プロ等の検討実績があり、本業務に必要とされる行
政的視野、知見に立った計画に関する高度な知識と極めて高いノウハウを有している。さ
らに平成１１年度より「鶴見川多目的遊水地土壌処理技術検討委員会」（Ｈ１１～Ｈ１２）・
「鶴見川多目的遊水地土壌処理モニタリング委員会」（Ｈ１３～Ｈ１４）並びに現在継続中
の委員会の企画運営の実績があり、当該地の環境を熟知していることから、本業務を円
滑かつ正確に遂行できる唯一の財団法人である。よって、会計法第２９条の３第４項、予
決令第１０２条の４第３号の規定により、上記財団と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3587 （財）日本気象協会 Ｈ１７マイコス気象情報提供業務
森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年04月01日 2,625,000

本業務は、京浜河川事務所管内流域における１２時間先までの管内降雨予測情報をはじ
め、地震等各種気象情報をリアルタイムに情報提供を受けるものである。
業務の遂行に当たっては、気象予報等を定時・臨時に的確に通報する為の予報技術と、
情報集配信技術に関する高度な専門知識と技術が必要である。
財団法人日本気象協会は、気象情報の利用方法の普及並びに指導を行うことを目的に
設立されたものである。
同協会は、永年にわたり気象に関する観測・予報及び調査研究に関わり、豊富な気象観
測資料を蓄積し、データの解析　　　　　　　等に精通している唯一の気象関係法人機関と
して、情報配信を行っている機関であるとともに、洪水予測に用いているデータの予測分
解能を２５０ｍメッシュで送出できる唯一の機関である。
以上のことから、上記業者を、本業務を行う条件を満たす唯一の履行者と判断し、会計法
第２９条の３第４項 予算決算及び会計令 第１０２条の４第３号に基づき、上記業者と随意
契約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3588
（社）雨水貯留浸透技術協
会

鶴見川流域雨水貯留浸透機能
検討業務

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年11月01日 25,987,500

本業務は、鶴見川において、雨水貯留浸透施設の設置を促進することにより、総合的な
治水対策を推進するため、現行の基準等を整理し、保全のあり方や機能改良、適切な施
設配置等の観点で検討を行うものである。また、本業務を実施するにあたっては、雨水貯
留浸透技術に関する広範なデータを必要とするが、これらのデータを体系的に保有し収
集する必要がある。さらに審査マニュアル策定にあたっては、特定の技術や企業からは
異なる公平かつ中立な立場での実施が必要不可欠である。上記の条件を満たすのは当
該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続を導入

3589 （社）関東建設弘済会
平成１７年度京浜河川事務所積
算補助業務

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年04月01日 24,119,444

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3590 （社）関東建設弘済会 Ｈ１７鶴見川遊水地管理業務
森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年04月01日 25,200,000

本業務は、鶴見川遊水地における、気象・水象情報の収集、出水による排水門操作等、
遊水地の情況に関する監視及び報告等を行うものである。
本業務の遂行にあたっては、河川全般に精通することはもとより、鶴見川遊水地及び排
水門の役割、また、鶴見川の洪水等の特性を十分理解し、気象情報等を的確に判断しな
ければならない。このため河川情報に関する知識と設備内容を熟知精通した河川管理の
経験を有することが不可欠である。
上記法人は建設行政の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目的
に設立された公益法人であり、平常時における河川管理はもとより、出水等に関する経験
及び専門的な知識を持つ人材を有し、水門操作及び河川監視・管理業務に必要な技術
研修を行い、河川に精通していることから、本業務の履行にあたっては、このような河川
行政の経験と河川技術の知見のある同法人においてはない。
よって、会計法第２９条の３第４項　予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定によ
り、社団法人関東建設弘済会と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3591 （社）関東建設弘済会 Ｈ１７京浜管内河川巡視業務
森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年04月01日 112,350,000

本業務は、河川の適正な管理のために行う河川巡視であり、河川巡視規則に基づき河川
管理施設の維持管理状況、許認可事項に伴う条件の履行状況、不法行為の有無、水質
汚濁の状況等を把握するための業務であるとともに、巡視業務途上において日々、沿川
住民等と接触があり、その対応は中立公平でなければならない。本業務の実施において
は、河川法や建設行政等に関する知識と豊かな河川管理の経験を有することが不可欠
である。
上記法人は、建設行政の円滑な推進に質し、もって国土開発の発展に寄与することを目
的に設置された公益法人であり、本業務の所期の目的達成の為河川巡視員研修の実施
や「河川巡視とその心構えについて」の作成等を行って、河川巡視員の技術向上に努め、
河川管理に関する高度な知識をもった技術者を多数有している。
本業務の履行にあたっては、このような河川行政の経験と河川技術の知見のある同法人
をおいてはない。
よって、会計法第２９条の３第４項　予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定によ
り、社団法人関東建設弘済会と随意契約を実施するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入
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3592 （社）関東建設弘済会 Ｈ１７二ヶ領宿河原堰管理業務
森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年04月01日 25,200,000

本業務は、二ヶ領宿河原堰に係わる設備の監視・操作及び異常時の対応、堰及び関連
施設の巡視等を行う業務である。
本業務の遂行に当たっては、河川全般に精通することはもとより、二ヶ領宿河原堰の役
割、また、多摩川の洪水等の特性を十分理解し、気象情報等を的確に判断しなければな
らない。
このため、河川情報に関する知識と堰ゲート設備の内容を熟知・精通した河川管理の経
験を有することが不可欠である。
上記法人は、建設行政の円滑な推進と国土開発の発展に寄与することを目的に設立さ
れた公益法人であり、平常時における河川管理はもとより、出水等に関する経験及び専
門的な知識を持つ人材を有し、水門操作及び河川巡視・管理業務に必要な技術研修を行
い、河川に精通していることから、本業務の履行にあたっては、このような河川行政の経
験と河川技術の知見のある法人は他にない。
よって、会計法第２９条の３第４項　予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定によ
り、社団法人関東建設弘済会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3593 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７河川管理施設等状況把握
業務

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年04月01日 2,730,000

本業務は、出水時及び地震時における河川管理施設等の情況を把握し、迅速かつ的確
に出張所に報告するものである。
本業務の履行にあたっては、河川全般に精通することはもとより、業務内容を十分理解
し、緊急時に的確な判断と処理が可能な経験と能力を必要とするものである。
上記法人は、建設行政の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与する事を目的
に設立された公益法人であり、出水等に関する経験及び専門的な知識を持つ人材を有
し、河川に精通していることから、本業務の履行にあたっては、このような河川行政の経
験と河川技術の知見のある同法人をおいてはない。
よって、会計法第２９条の３第４項　予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定によ
り、社団法人関東建設弘済会と随意契約を実施するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3594 （社）関東建設弘済会
平成１７年度京浜管内現場技術
業務

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年04月01日 171,150,000

本業務は、京浜河川事務所管内における工事の適正かつ円滑な遂行を図るため、監督
業務を行うものである。
業務履行にあたっては、建設事業全般に関する専門知識に通じると共に、工事内容を理
解し、工事監督にあたって的確な判断、指導を行うことができる十分な経験及び能力が必
要とされる。
このような業務を委託するにあたり、建設事業の円滑な推進を図ることを目的として設立
された社団法人関東建設弘済会は、建設工事に関する豊富な経験と専門知識を有する
優れた技術者を多く有している唯一の公益法人である。また、営利を目的とせず機密の
保持が徹底できると共に中立性が確保できる機関である。
よって会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により上記法人と随
意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3595 （社）関東建設弘済会
平成１７年度京浜管内現場技術
（その２）業務

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年09月29日 178,500,000

本業務は、京浜河川事務所管内における工事の適正かつ円滑な遂行を図るため、監督
補助を行うものである。
業務履行にあたっては、建設事業全般に関する専門知識に通じると共に、工事内容を理
解し、工事監督補助にあたって的確な判断、指導を行うことができる十分な経験及び能力
が必要とされる。
このような業務を委託するにあたり、建設事業の円滑な推進を図ることを目的として設立
された社団法人関東建設弘済会は、建設工事に関する豊富な経験と専門知識を有する
優れた技術者を多く有している唯一の公益法人である。また、営利を目的とせず機密の
保持が徹底できると共に中立性が確保できる機関である。
よって会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により上記法人と随
意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3596 東京電力（株） 京浜河川事務所外４月分電気料
森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年05月10日 1,957,606

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3597 東京電力（株）
鶴見川遊水地情報センター外４
月分電気料

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年05月23日 1,280,468

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3598 東京電力（株）
京浜河川事務所外４～５月分電
気料

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年06月06日 1,968,212

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3599 東京電力（株）
鶴見川遊水地情報センター外５
月分電気料

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年06月10日 1,252,175

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3600 東京電力（株）
京浜河川事務所外５～６月分電
気料

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年06月29日 1,859,618

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)
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3601 東京電力（株）
鶴見川遊水地情報センター外６
月分電気料

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年07月11日 1,306,772

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3602 東京電力（株） 京浜河川事務所外７月分電気料
森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年08月05日 2,878,442

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3603 東京電力（株）
鶴見川遊水地情報センター外７
～８月分電気料

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年08月10日 1,297,311

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3604 東京電力（株） 京浜河川事務所外８月分電気料
森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年09月02日 2,247,269

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3605 東京電力（株） 多摩出張所外８月分電気料
森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年09月12日 1,159,020

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3606 東京電力（株） 京浜河川事務所外９月分電気料
森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年10月03日 2,201,653

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3607 東京電力（株） 多摩出張所外９月分電気料
森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年10月11日 1,280,656

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3608 東京電力（株）
京浜河川事務所外１０月分電気
料

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年10月31日 1,981,089

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3609 東京電力（株）
鶴見川遊水地情報センター外１０
～１１月分電気料

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年11月16日 1,050,656

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3610 東京電力（株）
京浜河川事務所外１１月分電気
料

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年11月30日 1,549,531

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3611 東京電力（株）
鶴見川遊水地情報センター外１１
月分電気料

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2005年12月09日 1,185,938

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3612 東京電力（株）
京浜河川事務所外１２月分電気
料

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2006年01月05日 2,162,633

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3613 東京電力（株）
鶴見川遊水地情報センター外１２
月分電気料

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2006年01月16日 1,076,525

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3614 東京電力（株） 京浜河川事務所外１月分電気料
森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2006年02月01日 2,073,987

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3615 東京電力（株）
鶴見川遊水地情報センター外１
月分電気料

森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2006年02月08日 1,245,604

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3616 東京電力（株） 京浜河川事務所外２月分電気料
森吉尚　京浜河川事務所　神奈川県横
浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

2006年03月02日 2,396,579

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3617
（財）ダム水源地環境整備
センター

Ｈ１７宮ヶ瀬ダム事業評価検討業
務

坂本和雄　相模川水系広域ダム管理事
務所　神奈川県津久井郡津久井町青山
字南山２１４５－５０

2005年07月28日 51,870,000

事後評価検討にあたっては、ダム事業の工事種別や費用と治水・利水実績からの事業効
果の比較による費用対効果の分析や、水環境・生態系等への影響等の分析評価が不可
欠であり、ダム事業におけるＢ／Ｃ分析等の全国的な情報であるダム事業評価DBや、管
理に関する全国的な情報としてダム諸量DB、経年的水質DB、河川水辺の国勢調査「ダ
ム湖版」DB等を利用することが必要不可欠である。WECが保有するこれらのDBは、長期
間における管理ダムの事後評価やフォローアップの分析評価実績から構築されたもので
あり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるDBである。さらに、総合的な評価を行う
ためには、関係する学識経験者等の協力のもとに、高度な知識及び 新の情報を蓄積し
ていく必要があるとともに、全国的な広範な知見のもとに、中立かつ公平な立場で統一的
に、行政上の政策検討する必要がある。ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高
度な技術力を有しており、上記の理由から本業務の目的を達成できる唯一の機関であ
る。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入
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3618 （財）日本気象協会 気象情報提供業務
坂本和雄　相模川水系広域ダム管理事
務所　神奈川県津久井郡津久井町青山
字南山２１４５－５０

2005年04月01日 6,615,000

　財団法人日本気象協会は、気象に関する観測・予報・調査及び研究、各種気象通報の
伝達並びに予報を目的に設立された公益法人である。当協会は、独自に蓄積してきたノ
ウハウ及びデータベースに基づき、宮ヶ瀬ダムに関する独自予報を行う等、他では出来な
い気象提供情報を行うことが可能である。加えて、提供される情報のうち、大雨及び洪水
予報・警報並びに地震発生情報は、ダム管理用制御処理設備に対して信号を送信するよ
う初期投資を行っており、同設備の警報表示盤にてランプ及び警報音により発報を行って
いる。従って、上記相手方と随意契約を行うものである。（会計法第29条の3第4項、予決
令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3619 （社）関東建設弘済会 Ｈ１７ダム管理保全業務
坂本和雄　相模川水系広域ダム管理事
務所　神奈川県津久井郡津久井町青山
字南山２１４５－５０

2005年04月01日 45,675,000

（社）関東建設弘済会は長年の間、建設事業に関与した経験と習得した技術を活かし、国
土建設業の円滑な遂行に側面から協力する事を目的に設置された公益法人であり、ダム
管理に精通した管理技士の資格技術者を多く有しており、本業務に関わる者に対しての
教育を実施するなど豊富な知識と経験を有している唯一の法人である。また、公共施設を
発注者の立場で管理した経験と現場状況に精通し、発注者の意向を確実・迅速に管理に
反映すると共に的確な報告を行う経験と技術者を多く有している。
従って、本業務を上記法人に履行させる事で、設備全体の機能・信頼性の確保、緊急時
の対応等有利性が認められるので随意契約するものである。（会計法第29条の3第4項、
予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3620 （社）関東建設弘済会 Ｈ１７機械技術業務
坂本和雄　相模川水系広域ダム管理事
務所　神奈川県津久井郡津久井町青山
字南山２１４５－５０

2005年04月01日 14,175,000

（社）関東建設弘済会は長年の間、建設事業に関与した経験と習得した技術を活かし、国
土建設業の円滑な遂行に側面から協力する事を目的に設置された公益法人であり、ダム
管理に精通した管理技士の資格技術者を多く有しており、本業務に関わる者に対しての
教育を実施するなど豊富な知識と経験を有している唯一の法人である。また、公共施設を
発注者の立場で管理した経験と現場状況に精通し、発注者の意向を確実・迅速に管理に
反映すると共に的確な報告を行う経験と技術者を多く有している。
従って、（社）関東建設弘済会と随意契約を行うものである。（会計法第29条の3第4項、予
決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3621 （社）関東建設弘済会 清掃及び賄業務
坂本和雄　相模川水系広域ダム管理事
務所　神奈川県津久井郡津久井町青山
字南山２１４５－５０

2005年04月01日 2,625,000

（社）関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進を図ることを目的に設立された団体であ
り、福利厚生に関する業務を行うことも一つの目的としており、業務の目的と意義を十分
理解している。また、過去においても同様な業務を多数実施しており、本業務を遂行する
ために必要な信頼と実績を有し、きめ細かな体制が出来る法人であることから、随意契約
するものである。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3622 東京電力（株）
相模川水系広域ダム管理事務
所４月分電気料

坂本和雄　相模川水系広域ダム管理事
務所　神奈川県津久井郡津久井町青山
字南山２１４５－５０

2005年05月18日 1,096,265

光熱水料（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3623 東京電力（株）
相模川水系広域ダム管理事務
所５月分電気料

坂本和雄　相模川水系広域ダム管理事
務所　神奈川県津久井郡津久井町青山
字南山２１４５－５０

2005年06月13日 1,024,759

光熱水料（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3624 東京電力（株）
相模川水系広域ダム管理事務
所６月分電気料

坂本和雄　相模川水系広域ダム管理事
務所　神奈川県津久井郡津久井町青山
字南山２１４５－５０

2005年07月11日 1,178,744

光熱水料（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3625 東京電力（株）
相模川水系広域ダム管理事務
所７月分電気料

坂本和雄　相模川水系広域ダム管理事
務所　神奈川県津久井郡津久井町青山
字南山２１４５－５０

2005年08月09日 1,281,544

光熱水料（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3626 東京電力（株）
相模川水系広域ダム管理事務
所８月分電気料

坂本和雄　相模川水系広域ダム管理事
務所　神奈川県津久井郡津久井町青山
字南山２１４５－５０

2005年09月06日 1,511,303

光熱水料（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3627 東京電力（株）
相模川水系広域ダム管理事務
所９月分電気料

坂本和雄　相模川水系広域ダム管理事
務所　神奈川県津久井郡津久井町青山
字南山２１４５－５０

2005年10月11日 1,382,320

光熱水料（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3628 東京電力（株）
相模川水系広域ダム管理事務
所１０月分電気料

坂本和雄　相模川水系広域ダム管理事
務所　神奈川県津久井郡津久井町青山
字南山２１４５－５０

2005年11月18日 1,156,941

光熱水料（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)
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3629 東京電力（株）
相模川水系広域ダム管理事務
所１１月分電気料

坂本和雄　相模川水系広域ダム管理事
務所　神奈川県津久井郡津久井町青山
字南山２１４５－５０

2005年12月12日 1,092,979

光熱水料（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3630 東京電力（株）
相模川水系広域ダム管理事務
所１２月分電気料

坂本和雄　相模川水系広域ダム管理事
務所　神奈川県津久井郡津久井町青山
字南山２１４５－５０

2006年01月25日 1,112,740

光熱水料（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3631 東京電力（株）
相模川水系広域ダム管理事務
所１月分電気料

坂本和雄　相模川水系広域ダム管理事
務所　神奈川県津久井郡津久井町青山
字南山２１４５－５０

2006年02月15日 1,153,734

光熱水料（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3632 （財）公共用地補償機構
平成１７年度新石川立体補償説
明業務

櫛引繁雄　川崎国道事務所　神奈川県
川崎市高津区梶ヶ谷２－３－３

2005年04月28日 28,875,000

複雑かつ特殊な補償案件の場合には、職員自らが補償額算定を行うことは相当に困難
であり、高度な専門的分野について造脂の深い学識経験者に委ねることが必要である。
この場合、補償額算定に当たっての事前調査は、単純な目視による現地調査や登記簿
等による書類調査だけでは到底不十分であり、補償対象物件の特殊性や被補償者側の
特殊事情などを十分に精査し的確に評価する必要がある。そのためには、被補償者側の
諸々の情報を的確に把握する必要があるが、民間コンサルタントであっては相手方の十
分な信頼を得ることができないため困難であるおそれもあり、機構という公益法人であっ
て初めて可能となることも十分期待できる。また、補償額の説明段階では、実際に補償額
算定に携わった機構職員を帯同し説明補助を行わせることによって相手方の十分な信頼
を得ることができる。こうした業務全般にわたっては厳格な守秘性が求められるものであ
り、国交省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行
させる必要がある。機構は補償業務に精通した各分野の学識経験者と常に連携できる体
制を有し、しかも首都圏、近畿圏など大都市圏における補償案件を手がけるために設立
された唯一の公益法人であることから、機構と随意契約するものとする。
会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（平
成１９年度から企画競争を実施
し、その後総合評価による一般
競争を検討）

公募手続を導入

3633 （財）公共用地補償機構
平成１７年度町田立体補償検討
等業務（その２）

櫛引繁雄　川崎国道事務所　神奈川県
川崎市高津区梶ヶ谷２－３－３

2005年12月05日 35,700,000

複雑かつ特殊な補償案件の場合には、職員自らが補償額算定を行うことは相当に困難
であり、高度な専門的分野について造脂の深い学識経験者に委ねることが必要である。
この場合、補償額算定に当たっての事前調査は、単純な目視による現地調査や登記簿
等による書類調査だけでは到底不十分であり、補償対象物件の特殊性や被補償者側の
特殊事情などを十分に精査し的確に評価する必要がある。そのためには、被補償者側の
諸々の情報を的確に把握する必要があるが、民間コンサルタントであっては相手方の十
分な信頼を得ることができないため困難であるおそれもあり、機構という公益法人であっ
て初めて可能となることも十分期待できる。また、補償額の説明段階では、実際に補償額
算定に携わった機構職員を帯同し説明補助を行わせることによって相手方の十分な信頼
を得ることができる。こうした業務全般にわたっては厳格な守秘性が求められるものであ
り、国交省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行
させる必要がある。機構は補償業務に精通した各分野の学識経験者と常に連携できる体
制を有し、しかも首都圏、近畿圏など大都市圏における補償案件を手がけるために設立
された唯一の公益法人であることから、機構と随意契約するものとする。
会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（平
成１９年度から企画競争を実施
し、その後総合評価による一般
競争を検討）

公募手続を導入

3634 （財）公共用地補償機構
平成１７年度町田立体補償検討
等業務（その１）

櫛引繁雄　川崎国道事務所　神奈川県
川崎市高津区梶ヶ谷２－３－３

2005年12月20日 27,300,000

複雑かつ特殊な補償案件の場合には、職員自らが補償額算定を行うことは相当に困難
であり、高度な専門的分野について造脂の深い学識経験者に委ねることが必要である。
この場合、補償額算定に当たっての事前調査は、単純な目視による現地調査や登記簿
等による書類調査だけでは到底不十分であり、補償対象物件の特殊性や被補償者側の
特殊事情などを十分に精査し的確に評価する必要がある。そのためには、被補償者側の
諸々の情報を的確に把握する必要があるが、民間コンサルタントであっては相手方の十
分な信頼を得ることができないため困難であるおそれもあり、機構という公益法人であっ
て初めて可能となることも十分期待できる。また、補償額の説明段階では、実際に補償額
算定に携わった機構職員を帯同し説明補助を行わせることによって相手方の十分な信頼
を得ることができる。こうした業務全般にわたっては厳格な守秘性が求められるものであ
り、国交省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行
させる必要がある。機構は補償業務に精通した各分野の学識経験者と常に連携できる体
制を有し、しかも首都圏、近畿圏など大都市圏における補償案件を手がけるために設立
された唯一の公益法人であることから、機構と随意契約するものとする。
会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（平
成１９年度から企画競争を実施
し、その後総合評価による一般
競争を検討）

公募手続を導入
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3635 （財）公共用地補償機構
平成１７年度一般国道１５号（蒲
田立体交差事業）に係る建物移
転

櫛引繁雄　川崎国道事務所　神奈川県
川崎市高津区梶ヶ谷２－３－３

2005年05月23日 79,800,000

複雑かつ特殊な補償案件の場合には、職員自らが補償額算定を行うことは相当に困難
であり、高度な専門的分野について造脂の深い学識経験者に委ねることが必要である。
この場合、補償額算定に当たっての事前調査は、単純な目視による現地調査や登記簿
等による書類調査だけでは到底不十分であり、補償対象物件の特殊性や被補償者側の
特殊事情などを十分に精査し的確に評価する必要がある。そのためには、被補償者側の
諸々の情報を的確に把握する必要があるが、民間コンサルタントであっては相手方の十
分な信頼を得ることができないため困難であるおそれもあり、機構という公益法人であっ
て初めて可能となることも十分期待できる。また、補償額の説明段階では、実際に補償額
算定に携わった機構職員を帯同し説明補助を行わせることによって相手方の十分な信頼
を得ることができる。こうした業務全般にわたっては厳格な守秘性が求められるものであ
り、国交省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行
させる必要がある。機構は補償業務に精通した各分野の学識経験者と常に連携できる体
制を有し、しかも首都圏、近畿圏など大都市圏における補償案件を手がけるために設立
された唯一の公益法人であることから、機構と随意契約するものとする。
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３項

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（平
成１９年度から企画競争を実施
し、その後総合評価による一般
競争を検討）

公募手続を導入

3636 （財）先端建設技術センター
平成１７年度東京港トンネル耐
火・換気検討業務

櫛引繁雄　川崎国道事務所　神奈川県
川崎市高津区梶ヶ谷２－３－３

2005年11月10日 31,500,000

 　財団法人先端建設技術センターは、建設事業に係わる先端的な技術に関する調査研
究、開発及び普及を図ることにより、国土基盤整備の推進を図り、もって国民生活の安定
と向上に資することを目的に設立された財団であり、海洋トンネルの設計・施工や耐火工
等に関する高度な知識と豊富な経験を有している。
　さらに、「新建設技術情報ガイド」等の 新かつ先端的な技術について、定期的にとりま
とめるなど、民間等における先端建設技術・新工法技術等に関する幅広い知識を有して
いることから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。
会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

3637 （財）道路空間高度化機構
平成１７年度大師地区周辺域に
おける整備方針検討業務

櫛引繁雄　川崎国道事務所　神奈川県
川崎市高津区梶ヶ谷２－３－３

2005年12月26日 34,020,000

　財団法人道路空間高度化機構は、道路と建物等との立体的整備、道路とその沿道の
建物等の一体空間整備、道路空間等を活用した交通結節点等の整備、道路空間のバリ
アフリー化その他の道路空間の有効かつ高度な利用を図るための事業に関する調査研
究、技術の開発等を行うことにより、道路の整備と併せた良好な市街地形成、安全・円滑
な交通の確保を図るとともに、活力ある地域社会の創生等に貢献し、もって国民生活の
向上に寄与する事を目的としている公益法人である。
   また、交通結節点等を含めた道路の一体的整備に関し、高度な技術力と知識・経験を
有しており、本業務の遂行に必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。
会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3638 （財）道路保全技術センター Ｈ１７道路施設管理業務
櫛引繁雄　川崎国道事務所　神奈川県
川崎市高津区梶ヶ谷２－３－３

2005年08月09日 4,095,000

高度化・多様化する道路行政に対する一般市民の要望に迅速かつ的確に対応するた
め、多種膨大な道路施設等の情報を合理的に管理することが必要となってきている。
　本業務は、関東地方整備局管内で運用している道路管理データベース（ＭＩＣＨＩ）へ 新
情報を提供するため、川崎国道事務所管内において完成した道路施設について、その基
本データ作成の支援を行うものである。
　本業務の遂行にあたっては、道路施設管理に関する高度な知識と豊富な経験を有して
いるとともに、ＭＩＣＨＩのシステム構成・管理運用方法等について詳細に熟知していなけれ
けばならない。
　財団法人　道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、技術開発、
システム開発整備、技術指導、情報の収集整理及び提供を行うことにより、効率的かつ
合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の
向上に寄与することを目的として設立された公益法人である。
　これまでにも関東地方整備局管内において、道路施設情報のＭＩＣＨＩへの初期整備・更
新業務を実施しているほか、「道路施設点検要領に関する調査検討業務（平成１４年度）」
により、道路施設の点検等に関する各種マニュアルの整備の検討を実施するなど、道路
施設管理に関する高度な知識と豊富な経験を有しているとともに、ＭＩＣＨＩに係わる電子
情報技術者を保有している。
　また、ＭＩＣＨＩの基幹システム及びデータ入力、更新システムを唯一保有しており、本業
務の遂行に必要な用件を備えた契約対象機関である。

18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
もの

－

3639 （社）関東建設弘済会
平成１７年度　町田立体事業相
談業務

櫛引繁雄　川崎国道事務所　神奈川県
川崎市高津区梶ヶ谷２－３－３

2005年04月01日 13,125,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補
助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高
い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠
なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）
で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場
はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保でき
る公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3640 （社）関東建設弘済会
平成１７年度　管内現場技術業
務

櫛引繁雄　川崎国道事務所　神奈川県
川崎市高津区梶ヶ谷２－３－３

2005年04月01日 134,190,000

  本業務を遂行するにあたっては、主任監督員及び監督員の補助として請負者の行う工
事の施工管理、安全対策、諸手続等について適切な助言を行うとともに、地域住民及び
道路利用者からの要望、問い合わせに対する対応を行う必要があることから、国土交通
省の定めている土木工事監督基準、施工管理基準等に精通しているとともに道路行政を
十分理解していることが不可欠である。
　（社）関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与するこ
とを目的に設立され、道路行政及び国土交通省の行う工事に係わる施工の管理、監督、
安全対策の教育、研修を実施して現場技術員の教育に努め、その技術者を多く確保して
いる唯一の契約対象機関である。
会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3641 （社）関東建設弘済会
平成１７年度　積算補助業務（単
価契約）（１０月～１２月分）

櫛引繁雄　川崎国道事務所　神奈川県
川崎市高津区梶ヶ谷２－３－３

2006年01月27日 20,751,149

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3642 （社）関東建設弘済会
平成１７年度　計画調査等資料
作成業務

櫛引繁雄　川崎国道事務所　神奈川県
川崎市高津区梶ヶ谷２－３－３

2005年04月01日 75,600,000

  計画・調査・設計等の業務の遂行にあたっては、通常の作業に加えてより綿密な地元及
び関係機関との調整及びそのための資料作成を行う必要がある。
  本業務を遂行するにあたっては、資料作成に加え関係機関との協議調整の補助などを
行うものであり、関係法令及び諸基準等に十分精通し道路行政について十分理解してい
るとともに、情報の取り扱いに関する留意事項を十分理解していることが不可欠である。
  上記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与することを目的と
して設立され、建設事業に関する業務受託を業務とし、道路行政及び国土交通省の行う
業務に関する教育・研修を実施して技術力や知識の向上に努めるとともに、その技術者
を数多く確保している。
  よって、上記法人が唯一の契約対象機関である。
会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3643 （社）東京湾海難防止協会
地質調査船舶航行安全対策検
討業務

櫛引繁雄　川崎国道事務所　神奈川県
川崎市高津区梶ヶ谷２－３－３

2005年04月18日 19,635,000

東京湾における航行船舶等の航行実態及び、海難防止における対策手法・周知宣伝手
法についての高度、かつ、
特定の知識と豊富な経験を有している必要がある。　　よって、「会計法第２９条の３第４
項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するも
のである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3644 東京ガス（株）
江田電線共同溝の占用物件の
移設に係る移設補償費

櫛引繁雄　川崎国道事務所　神奈川県
川崎市高津区梶ヶ谷２－３－３

2005年04月20日 3,057,000

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3645 東京電力（株）
横浜２４６号改築（市ヶ尾拡幅）工
事　権利消滅補償料

櫛引繁雄　川崎国道事務所　神奈川県
川崎市高津区梶ヶ谷２－３－３

2006年02月15日 3,630,778

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3646
八千代エンジニアリング
（株）

平成１７年度地域内幹線道路検
討業務

櫛引繁雄　川崎国道事務所　神奈川県
川崎市高津区梶ヶ谷２－３－３

2005年08月10日 44,100,000

　本業務を遂行するに当たっては、高度な技術、経験、事業全体の経緯・現状を熟知し、
地元意見等を検討に反映する能力を必要とすることから、技術力、経験、他事業・現地状
況を踏まえた設計・検討手法、地元意見聴取方法に関する技術提案を　求める標準総合
評価型プロポーザル方式による特定手続きを行い、建設コンサルタント選定委員会にお
いて審査した結果、上記業者の技術提案書を特定した。
会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3647 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度横浜国道管内橋梁
検査他業務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年08月02日 20,475,000

本業務は、適切かつ効率的な橋梁管理を行うことを目的に、各種橋梁点検計画（案）の策
定、橋梁点検者に対する教育・指導、対策区分の判定等の検査や補修・補強方法の提案
を行うものである。
　本業務の遂行にあたっては、道路橋の調査、設計、施工、点検手法・検査技術、補修補
強方法等、橋梁に関する総合的かつ高度な知識と豊富な経験を有していることが必要で
ある。また、検査に際しては、補修等の時期を判定することから、橋梁に関する技術的知
見に加えて行政的知見も必要であり、公平中立の立場の者が行う必要がある。
　（財）海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境その
他の問題についての調査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ること
によって国民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを目的とした財団であり、橋梁
の高度な知識と豊富な経験に基づく、調査・補修等に関する検討並びに補修検討委員会
の運営を行い、行政的な見地から検討を行っており、本業務を遂行するのに必要な要件
を備えた唯一の契約対象機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、財団法人海洋架橋・橋梁調査会と随意契約を行うものである。

問題があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3648 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度既設橋歩行空間安
全性向上・保全方策に関する検
討業

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2006年01月19日 30,450,000

　財団法人海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境
その他の問題についての調査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図
ることによって、国民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを目的とした財団であ
る。
　また、道路橋の点検、維持管理、補修・補強等について調査検討を行い、「橋梁マネジメ
ントの手引き」をとりまとめる等、既設橋の保全に関する高度かつ専門的な知識と豊富な
経験を有するとともに、これらについてさらに有識者等からの意見を踏まえた、中立性、公
平性を有する立場で検討を実施するなど、本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約
対象機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、財団法人海洋架橋・橋梁調査会と随意契約を締結するものである。

問題があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3649 （財）計量計画研究所
Ｈ１７横浜市域広域幹線道路ＰＩ
実施検討業務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年04月13日 49,875,000

 財団法人計量計画研究所は、その寄付行為に基づいて、「我が国及び諸外国の政治・
経済・社会事象の数量的な調査研究を行い、我が国諸官庁をはじめ諸企業の合理的政
策決定及び科学的計画に関する知識普及に寄与すること」を目的としている。
 また、全国でも例のない大規模幹線道路における有識者委員会を運営したことのある唯
一の団体である。
 また、昨年度、本業務と関連する「Ｈ１６横浜市域広域幹線道路ＰＩ実施検討業務」等に携
わっており、（仮称）横浜環状北西線のＰＩ手法の内容や、学識経験者等で構成される委
員会での審議・経緯等について、詳細に熟知していることから、本業務を遂行するに必要
な要件を備えた契約対象機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により財団法人計
量
計画研究所と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3650 （財）計量計画研究所
Ｈ１７広域幹線道路における情報
提供等検討業務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年12月27日 29,820,000

 財団法人計量計画研究所は、「我が国及び諸外国の政治・経済・社会事象の数量的な
調査研究を行い、我が国諸官庁をはじめ諸企業の合理的政策決定及び科学的計画に関
する知識普及に寄与すること」を目的として設立されている。
これまでに、４カ国（ドイツ、フランス、イギリス、アメリカ）を対象に、広域的な交通インフラ
整備に係わる計画プロセス、合意形成プロセスを取り上げ比較検討した結果を『欧米の
みちづくりとパブリック・インボルブメント』としてとりまとめ出版するなど、国内外のＰＩに関
する知識と豊富な経験を有している。
 また、総合都市交通計画調査の体系化に関する研究など交通計画の新たな方向に関す
る自主研究に取り組むなど、都市交通計画に関する知識等に精通・熟知しており、本業
務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。
 よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定によ
り財団法人計量計画研究所と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3651 （財）公共用地補償機構
さがみ縦貫道路用地調査等研究
業務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年06月14日 274,050,000

複雑かつ特殊な補償案件の場合には、職員自らが補償額算定を行うことは相当に困難
であり、高度な専門的分野について造脂の深い学識経験者に委ねることが必要である。
この場合、補償額算定に当たっての事前調査は、単純な目視による現地調査や登記簿
等による書類調査だけでは到底不十分であり、補償対象物件の特殊性や被補償者側の
特殊事情などを十分に精査し的確に評価する必要がある。そのためには、被補償者側の
諸々の情報を的確に把握する必要があるが、民間コンサルタントであっては相手方の十
分な信頼を得ることができないため困難であるおそれもあり、機構という公益法人であっ
て初めて可能となることも十分期待できる。また、補償額の説明段階では、実際に補償額
算定に携わった機構職員を帯同し説明補助を行わせることによって相手方の十分な信頼
を得ることができる。こうした業務全般にわたっては厳格な守秘性が求められるものであ
り、国交省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行
させる必要がある。機構は補償業務に精通した各分野の学識経験者と常に連携できる体
制を有し、しかも首都圏、近畿圏など大都市圏における補償案件を手がけるために設立
された唯一の公益法人であることから、機構と随意契約するものとする。
会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（平
成１９年度から企画競争を実施
し、その後総合評価による一般
競争を検討）

公募手続を導入

3652 （財）公共用地補償機構
横浜環状南線用地調査等（１７の
３）業務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年09月13日 49,350,000

複雑かつ特殊な補償案件の場合には、職員自らが補償額算定を行うことは相当に困難
であり、高度な専門的分野について造脂の深い学識経験者に委ねることが必要である。
この場合、補償額算定に当たっての事前調査は、単純な目視による現地調査や登記簿
等による書類調査だけでは到底不十分であり、補償対象物件の特殊性や被補償者側の
特殊事情などを十分に精査し的確に評価する必要がある。そのためには、被補償者側の
諸々の情報を的確に把握する必要があるが、民間コンサルタントであっては相手方の十
分な信頼を得ることができないため困難であるおそれもあり、機構という公益法人であっ
て初めて可能となることも十分期待できる。また、補償額の説明段階では、実際に補償額
算定に携わった機構職員を帯同し説明補助を行わせることによって相手方の十分な信頼
を得ることができる。こうした業務全般にわたっては厳格な守秘性が求められるものであ
り、国交省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行
させる必要がある。機構は補償業務に精通した各分野の学識経験者と常に連携できる体
制を有し、しかも首都圏、近畿圏など大都市圏における補償案件を手がけるために設立
された唯一の公益法人であることから、機構と随意契約するものとする。
会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（平
成１９年度から企画競争を実施
し、その後総合評価による一般
競争を検討）

公募手続を導入
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3653 （財）公共用地補償機構 横浜湘南道路用地調査等業務
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年12月19日 102,375,000

複雑かつ特殊な補償案件の場合には、職員自らが補償額算定を行うことは相当に困難
であり、高度な専門的分野について造脂の深い学識経験者に委ねることが必要である。
この場合、補償額算定に当たっての事前調査は、単純な目視による現地調査や登記簿
等による書類調査だけでは到底不十分であり、補償対象物件の特殊性や被補償者側の
特殊事情などを十分に精査し的確に評価する必要がある。そのためには、被補償者側の
諸々の情報を的確に把握する必要があるが、民間コンサルタントであっては相手方の十
分な信頼を得ることができないため困難であるおそれもあり、機構という公益法人であっ
て初めて可能となることも十分期待できる。また、補償額の説明段階では、実際に補償額
算定に携わった機構職員を帯同し説明補助を行わせることによって相手方の十分な信頼
を得ることができる。こうした業務全般にわたっては厳格な守秘性が求められるものであ
り、国交省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行
させる必要がある。機構は補償業務に精通した各分野の学識経験者と常に連携できる体
制を有し、しかも首都圏、近畿圏など大都市圏における補償案件を手がけるために設立
された唯一の公益法人であることから、機構と随意契約するものとする。
会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（平
成１９年度から企画競争を実施
し、その後総合評価による一般
競争を検討）

公募手続を導入

3654 （財）国土技術研究センター
一般国道３５７号横浜ベイブリッ
ジ鋼床版舗装管理検討（その２）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年04月01日 22,470,000

 （財）国土技術研究センターは、わが国における建設技術発展の支柱となり、国と社会が
要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合的、かつ効果的に行うとともに、新しい
建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、もって国民福祉の向上
に寄与することを目的に設立された財団であり、これまでにも、一般国道の鋼床版形式の
橋梁における耐久性の検討に関する業務に携わり、鋼床版タイプの橋梁における損傷状
況や耐久性等に関する評価・検討を行うなど、鋼床版の耐久性等に関する高度な知識を
有している。
また、海上を跨ぐ鋼床版形式の長大橋の検討に関する業務に多数携わり、設計・施工の
みならず振動特性の評価・検討を行うなど、港湾部における鋼床版形式の長大橋の特性
等に関する高度な知識と豊富な経験を有している。
さらに、平成１５年度に「一般国道３５７号横浜ベイブリッジ鋼床版舗装検討業務」に携
わっており、当該橋梁における鋼床版の耐久性向上及びこれを目的として施工したＳＦＲ
Ｃ舗装に関する高度な知識を有していることから、本業務を遂行するに必要な要件を備え
た契約対象機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に　より、財団法
人国土技術研究センターと随意契約をするものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

3655 （財）国土技術研究センター 共同溝整備推進検討業務
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2006年03月02日 9,765,000

  財団法人国土技術研究センターは、国と会社が要請する新しい建設技術に関する調査
研究を総合的かつ効果的に行うために、新しい建設技術に関する情報の収集、管理及び
提供を行い、建設技術に関する広報を実施して、建設技術の向上を図り、国民福祉の向
上に寄与することを目的として設立された財団法人であり、コスト面や「路面の掘り返し防
止(路上工事の縮減)」という直接的な評価のみでなく、道路下における埋設物件の維持管
理効率化や都市防災性の向上などを加味した、公共事業の整備効果に関連した評価に
関する高度な知識と豊富な経験を有し、事業評価に関する諸問題に熟知していることか
ら、本業務の遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定によ
り、財団法人国土技術研究センターと随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

3656 （財）国土技術研究センター
Ｈ１７道路行政に係るコミュニ
ケーションコンテンツ検討業務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年04月01日 45,780,000

  財団法人国土技術研究センターは、わが国における建設技術発展の支柱となり、国と
社会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合的、かつ効果的に行うととも
に、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、もって国民
福祉の向上に寄与する事を目的に設立された財団であり、これまでにも、関東地方整備
局管内において、「効率的な広報等検討業務委託（平成１４年度）」を実施し、コミュニケー
ション型国土行政の推進に効果的な広報広聴活動の検討を行うなど、コミュニケーション
型国土行政の推進手法等に関する高度な知識と豊富な経験を有している。
 また、昨年度、本業務の基礎となる「Ｈ１６道路行政に係るコミュニケーションコンテンツ検
討業務」等に携わっており、過年度における効果的な情報発信や情報提供手法に関する
検討内容について、詳細に熟知しており、本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約
対象機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、財団法人
国土技術研究センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの
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3657 （財）国土技術研究センター
Ｈ１７横浜市域における有料道路
に係る料金施策のあり方に関す
る

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年04月28日 59,850,000

   財団法人国土技術研究センターは、わが国における建設技術発展の支柱となり、国と
社会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合的かつ効果的に行うとともに、
新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、もって国民福祉
の向上に寄与することを目的に設立された財団であり、これまでにも国土交通省内にお
いて「都市圏広域幹線道路のあり方についての検討業務」（平成１４年度）等に携わり、県
内の道路整備に関する諸課題について調査検討を行なうなど、神奈川県内の道路事業
や地域特性等について精通している。
 また、「神奈川県内における幹線道路ネットワークに係る料金施策のあり方に関する検
討業務（平成１５年度）」を実施し、有料道路の料金施策による効果等の分析に関する高
度な知識と豊富な経験を有している。
 さらに、本業務の基礎となる「横浜市域における有料道路に係る料金施策のあり方に関
する検討業務（平成１６年度）」に携わっており、過年度に実施した横浜市域における有料
道路に係る料金施策について詳細に熟知していることから、本業務を遂行するに必要な
要件を備えた契約対象機関である。
 よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、財団法人
国土技術研究センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

3658 （財）国土技術研究センター
Ｈ１７神奈川県内の道路に対す
る意識啓発に関する業務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年12月13日 43,050,000

   財団法人国土技術研究センターは、わが国における建設技術発展の支柱となり、国と
社会が要請する新しい建設技術を総合的、かつ効果的に調査研究し、新しい建設技術の
活用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、それをもって国民福祉の向上に寄
与する事を目的に設立された財団法人であり、神奈川県の道路整備に関する諸課題に
ついて調査検討を行うなど、県内の道路事業や地域特性等について精通しているととも
に、社会資本関連の歴史・文化や、コミュニケーション活動に関して自主研究に取り組む
等、総合学習教材の作成に必要な土木史及びその調査分析並びに、広報計画に関する
高度な知識と豊富な経験を有している。また、これらについて有識者等からなる委員会を
踏まえた中立・公平な立場で実施するなど、本業務を遂行するに必要な要件を備えた契
約対象機関である。
 よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定によ
り財団法人国土技術研究センターと随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

3659 （財）国土技術研究センター
Ｈ１７道路行政マネジメントに係
るコミュニケーションコンテンツ

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年12月27日 60,795,000

   財団法人国土技術研究センターは、国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査
研究を総合的かつ効果的に行うために、新しい建設技術に関する情報の収集、管理及び
提供を行い、建設技術に関する広報を実施して、建設技術の向上を図り、もって国民福祉
の向上に寄与することを目的として設立された財団法人である。同財団は、「建設マネジ
メント体系の研究」、「コミュニケーション型国土交通行政における行政広報手法に関する
研究」等の自主研究に取り組むなど、新しい道路行政マネジメント及びコミュニケーション
型国土行政に関する高度な知識と豊富な経験を有しているとともに、国土交通省道路局
において実施している「道路計画に関する新手法の研究」に参画しており、道路行政マネ
ジメントに関する諸課題について熟知していることから、本業務を遂行するに必要な要件
を備えた契約対象機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より財団法人国土技術研究センターと随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

3660 （財）国土技術研究センター
東海道道づくりに係わる解析業
務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年12月09日 45,150,000

   財団法人国土技術研究センターは、「わが国における建設技術発展の支柱となり、国と
社会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合的、かつ、効果的に行なうとと
もに、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、もって国民
福祉の向上に寄与すること」を目的として設立された財団法人であり、社会資本関連の歴
史・文化に関して自主研究に取組む等、土木史及びその調査分析について、高度な知識
と豊富な経験を有しており、東海道に関する調査・検討内容や学識経験者等で構成され
る「東海道道路構造解析調査委員会」を踏まえ専門的・中立的立場で検討を行う等、本業
務を遂行できる必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。
  よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、財団法人国土技術研究センターと随意契約をするものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの
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3661 （財）先端建設技術センター Ｈ１７西湘地域道路検討業務
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年07月27日 18,375,000

 　財団法人先端建設技術センターは、建設事業に係わる先端的な技術に関する調査研
究、開発及び普及を図ることにより、国土基盤整備の推進を図り、もって国民生活の安定
と向上に資することを目的に設立された財団法人であり、これまでにも、関東地方整備局
管内において、「一般国道３５７号東京港トンネル施工法検討業務（平成１４年度）」等に携
わり、既設トンネルへの影響を考慮したトンネルの施工法等について検討を行うなど、トン
ネルの近接施工等に関する専門的かつ高度な知識及び民間等の先端建設技術等に関
する幅広い知識と豊富な経験を有している。
 また、昨年度「Ｈ１６西湘地域道路検討業務」に携わり、「小田原真鶴間道路整備検討
会」の運営及び検討会での検討経緯等について詳細に熟知している。
 さらに、先端建設技術について調査・研究及び情報の収集を行うとともに、定期的に「新
建設技術情報ガイド」をとりまとめるなど、民間等の先端建設技術等に関する幅広い知識
を有していることから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。
 よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令１０２条の４第３号の規定に
より、財団法人先端建設技術センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

3662 （財）駐車場整備推進機構
Ｈ１７神奈川県内におけるＴＤＭ
施策導入調査検討業務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年07月01日 64,050,000

　 財団法人 駐車場整備推進機構は、駐車場の整備に関する調査研究、道路等の公共
空間を活用した駐車場及び住宅地域等における駐車場の整備に対する幅広い支援等を
行うことにより、駐車場整備の一層の推進に貢献し、もって道路の安全かつ円滑な交通
確保、都市機能の向上、良好な市街地形成を図り、豊かでゆとりある国民生活の実現に
寄与することを目的として設立された財団法人であり、これまでにも関東地方整備局管内
において、「Ｈ13藤沢社会実験調査検討業務（平成13年度）」等に携わり、パーク＆ライド
社会実験を実施するなど、パーク＆ライドに関する高度な知識と豊富な経験を有してい
る。また、本業務の基礎となる「Ｈ16神奈川県内におけるＴＤＭ施策導入調査検討業務」
等、神奈川県内のＴＤＭ施策に関する幅広い検討を実施しこれまでの検討経緯・内容及
び関係機関との調整経緯について熟知していることから、将来的な施策の本格導入を見
据えた試行実験の運営、効果の検証並びに課題の整理を行うことが可能であるなど、本
業務を遂行するために必要な要件を備えた契約対象機関である。
 よって、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号の規定により、
財団法人 駐車場整備推進機構と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの

一般競争等に移行するための準
備に時間を要するもの（18年度
以降企画競争に移行すべく準備
を進める）

公募手続きを検討

3663 （財）道路環境研究所
Ｈ１７厚秦自然環境保全検討業
務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年04月21日 11,025,000

  （財）道路環境研究所は、良好な道路環境を確保するための諸方策を総合的、科学的
に調査研究しており、道路環境の改善方策、自然環境保全対策等に関する豊富な経験と
高度な知識を組織的に有しているとともに、平成１０年度から継続的に厚木秦野道路の計
画路線周辺におけるオオタカを含む猛きん類の営巣、生態の調査や保護対策などの検
討に関する業務を学識経験者等からなる検討会を設置した上で実施しており、本業務を
遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、（財）道路環境研究所と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3664 （財）道路環境研究所
Ｈ１７振動影響等に関する調査
検討業務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年07月15日 13,650,000

    （財）道路環境研究所は、地球環境及び自然環境と調和し、生活環境と両立する良好
な道路環境を確保するための諸方策を総合的、科学的に調査研究すること等により、道
路及び道路交通の健全な発展に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄
与することを目的に設立され、これまでにも横浜国道事務所管内において「横環南とりま
とめ（その１３－４－１）業務」等に携わり、微振動対策の検討に向けた現状把握のための
調査方法の検討を実施するなど、微振動などに関する豊富な経験と新たな技術、研究成
果に関する高度な知識を有している。また、「道路環境影響評価の技術手法」の発行、講
習会の開催など道路環境影響評価についての技術手法に精通しており、本業務を遂行
するに必要な要件を備えた契約対象機関である。
 よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定によ
り、（財）道路環境研究所と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3665 （財）道路環境研究所
Ｈ１７環境影響予測手法検討業
務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年07月15日 16,485,000

    （財）道路環境研究所は、地球環境及び自然環境と調和し、生活環境と両立する良好
な道路環境を確保するための諸方策を総合的、科学的に調査研究すること等により、道
路及び道路交通の健全な発展に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄
与することを目的に設立され、これまでも関東地方整備局管内において「平成１６年度環
境検討資料作成業務」等に携わり、 新の知見に基づいた大気汚染予測に関する検討
を実施するなど、大気質などに関する高い情報収集能力、豊富な経験と高度な知識を有
している。また、「道路環境影響評価の技術手法」の発行、講習会の開催など道路環境影
響評価についての技術手法に
精通しており、本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。
 よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定によ
り、（財）道路環境研究所と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入
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3666 （財）道路環境研究所
さがみ縦貫山際地区他景観検討
業務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年11月01日 9,870,000

   財団法人道路環境研究所は、「地球環境及び自然環境と調和し、生活環境と両立する
良好な道路環境を確保するための諸方策を総合的、科学的に調査研究すること等によ
り、道路及び道路交通の健全な発展に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上
に寄与すること」を目的に設立された財団である。これまでにも、『道路景観整備マニュア
ル（案）』の作成に携わり、道路景観に係わる高度な技術と豊富な経験を有しているととも
に、道路デザイン指針（案）策定のため『道路デザイン指針（仮称）検討委員会』等、学識
経験者等で構成される委員会を踏まえた検討や中立公平な立場で指針（案）等の作成に
ついて実績を有しており、本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関
である。
  よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、財団法人道路環境研究所と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3667 （財）道路管理センター
川崎及び横浜市域道路占用物
件情報管理業務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年04月01日 15,498,000

本業務は、（財）道路管理センターが保有する「道路管理システム」により、川崎及び横浜
市域において、システムに蓄積された道路及び占用物件に関するデータベースを更新し、
道路占用許可・道路工事調整・占用物件管理に利用するものである。　「道路管理システ
ム」は、（財）道路管理センターを中心に道路管理者及び関係公益事業者との共同により
道路の占用管理に関するシステムとして開発・運用されているシステムであり、昭和６１年
度から調査・研究を開始し、段階的に、データベースの構築などシステムの開発・運用を
行っており、既に、東京都２３区等１１政令指定市地区で運用されている。　（財）道路管理
センターは、唯一、本システムを保有・管理し、かつ、これまでのシステム開発・運用に
よって培った道路管理者と関係公益事業者間の総合的調整能力を有しており、同セン
ターに委託することが必要不可欠である。　よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第
１０２条の４第３号により上記（財）道路管理センターと随意契約を行うものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3668 （財）道路管理センター
拡大区域道路占用物件情報管
理業務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年04月01日 9,377,550

本業務は、湖沼の水質管理に必要な技術的なマニュアルを検討・作成するための業務で
あり、判断の中立性・公平性が特に求められるものである。さらに、本業務の実施に当
たっては、水環境改善に関する豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を
有し、かつ、様々な分野の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有するこ
とが必要。当財団には唯一全国から多くのトップクラスの学識者や行政関係者が参加す
る湖沼水質管理に関する常設の委員会があり、マニュアルの作成・検証にあたってはこ
の委員会の活用が必須。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3669 （財）道路空間高度化機構
平成１７年度管内道路附属物等
色彩デザイン検討業務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年10月03日 26,040,000

　（財）道路空間高度化機構は、道路空間に関する総合的な調査研究等を行い、効率的
かつ高度な利用を図り、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的
に設立され、これまで、有識者等からなる「東北のうつくしいみちを考える研究会」等の事
務局を運営していることから、色彩デザイン検討に必要な背景や経緯、着目点などの検
討事例について熟知しており、道路空間の一体的デザイン検討に関して高度な知識と豊
富な経験を有している。
　このことから、上記法人は本業務で要求される課題を的確かつ迅速に検討、遂行する
のに必要な用件を備えた契約対象機関である。
　従って、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により
（財）道路空間高度化機構と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3670 （財）道路空間高度化機構
Ｈ１７沿道との一体的な道路空間
整備検討業務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年12月13日 52,395,000

   財団法人道路空間高度化機構は、道路空間の有効かつ高度な利用を図るための事業
を推進するため、道路空間高度化事業に関する調査研究などを行う事により、道路の整
備及びこれと併せた良好な市街地形成並びに安全・円滑な交通の確保を図るとともに、
活力ある地域社会の創生等に貢献し、もって国民生活の向上に寄与することを目的とし
て設立された財団法人であり、沿道との一体的な道路空間整備に関する自主研究に取り
組むなど、道路空間の高度利用に関する高度な知識と豊富な経験を有しているとともに、
道路空間整備に関し有識者会議の審議も踏まえつつ中立・公平な立場で検討するなど、
本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。
 よって、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定により、
財団法人道路空間高度化機構と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3671 （財）道路保全技術センター 道路巡回支援システム保守業務
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年09月09日 4,599,000

　財団法人道路保全センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関する事
業を行い、国民生活の向上に寄与することを目的として設立された財団であり、本システ
ムを開発している。従って、本システムの技術的な内容及び操作方法を熟知している他
に、システムプログラムの基本的部分について著作者人格権の同一性保持権（著作権法
第２０条）をゆうしていることから、本業務を遂行できる唯一の業者である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、財団法人道路保全技術センターと随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3672 （財）道路保全技術センター
平成１７年度管内共同溝保全計
画検討業務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年09月05日 51,450,000

本業務は、横浜国道管内における供用中の共同溝を対象に、現地調査を実施し現状を
把握するとともに、健全度評価、損傷の原因究明、劣化予測を行い、適切な補修方法の
検討、補修時期の平準化、ライフサイクルコストを考慮した中長期的な維持補修計画の作
成を行うとともに検討委員会を設置し、合理的な維持管理計画の基礎となる共同溝保全
マニュアルの作成を行うものである。
本業務の遂行にあたっては、道路構造物の維持、管理、保全に関する高度な技術的知識
と豊富な経験を有していることが必要である。また、補修等の時期及び維持補修計画を
策定することから、道路構造物に関する技術的知見に加えて行政的知見も必要であり、
公平中立の立場の者が行う必要がある。
財団法人道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究及び開発、情報
の収集整理及び提供、道路保全に関するシステムの開発整備等の事業を行い、効率的
かつ合理的な保全技術の向上を図ることによって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国
民生活の向上に寄与することを目的とした財団であり、道路構造物の補修技術、保全技
術の高度な知識と豊富な経験に基づく調査・補修等に関する検討並びに検討委員会の
運営を行っているなど行政的な見地から検討を行っており本業務を遂行するのに必要な
用件を備えた唯一の契約対象機関である。
　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第３号」に
より、財団法人道路保全技術センターと随意契約を行うものである。

18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わな
いもの

－

3673 （財）道路保全技術センター
平成１７年度横浜国道管内舗装
性能等調査検討業務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年06月17日 22,050,000

 　当該財団は、関東地方整備局が有する舗装路面騒音測定車の性能・操作に熟知して
い　る他、排水性舗装の第三者評価機関に指定され、排水性舗装の性能、評価、分析等
に関　して高度な専門知識を有している唯一の組織である。
　また、道路保全の技術に関する調査研究開発等に関する事業を行い、効率的かつ合理
的　な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向
上に　寄与することを目的に設立された財団である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規　定に
より、財団法人道路保全技術センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3674 （財）道路保全技術センター
平成１７年度道路施設管理検討
業務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年06月27日 15,015,000

本業務は、道路施設の各種データを蓄積し、的確・効果的・効率的な道路施設管理を行う
為の道路管理データベースシステム（以下「ＭＩＣＨＩシステム」という）におけ　る道路管理
データの更新を行うものである。
　本業務を遂行するにあたっては、ＭＩＣＨＩシステムを保有し、また、道路管理データの更
新、運用並びに維持管理に熟知している必要がある。
　当該財団は、道路保全の技術に関する調査研究開発等に関する事業を行い、効率的
かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生
活の向上に寄与することを目的に設立された財団である。
　また、当該財団はＭＩＣＨＩシステムを保有し、平成２年度から同システムのデータ更新、
運用並びに維持管理を継続して行っている。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、財団法人道路保全技術センターと随意契約を行うものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3675 （財）道路保全技術センター
平成１７年度道路維持管理にお
けるコスト縮減方策検討業務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2006年01月17日 14,175,000

 　財団法人道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究開発等に関す
る事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円
滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的に設立された公益法人である。ま
た、道路保全に関する高度な知識、先進的な知識及び経験を有するとともに、建設技術
証明協議会の実施機関として、道路保全に関する民間技術技術審査・証明を行うなど公
平・中立な立場での検討を行っていることから、本業務を遂行するのに必要な要件を備え
た唯一の契約対象機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、財団法人道路保全技術センターと随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3676 （財）道路保全技術センター
平成１７年度小田原箱根地区道
路標識マネジメント業務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年08月03日 26,250,000

「わかりやすい道路案内標識に関する検討会」（平成16年12月国土交通省）でとりまとめ
られた提言は、標識で提供する情報について、道路ユーザーのニーズや社会進展の変
化に即して対応することが重要であるとしている。
　本業務は、これをもとに管内の小田原箱根地区の標識についてパイロット的に、ユー
ザー重視でシステム・体系性を充実し、わかりやすいものにするために有識者の意見を
頂きながらその具体案を検討するものである。
　本業務の遂行にあたっては、道路標識に関連する基準や施策等広範な知識や技術力
を有しているとともに、「わかりやすい道路案内標識に関する検討会」開催に至る背景や
経緯、提言に関する検討事例について熟知していることが必要である。また、有識者およ
び地元関係者を構成員とする検討会を運営するため、中立性、公平性を確保することが
必要である。
　　（財）道路保全技術センターは、国土保全に関する総合的な調査研究、開発等に関す
る事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術向上を図り、もって道路交通の安全と円滑
化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的に設立され、これまで、道路標識に関
して「標識令」改正の検討や道路標識週間の実施に係る検討など、道路標識に係る各種
の技術及び施策に関する豊富な業務実績を有している。
　　また、有識者等からなる「わかりやすい道路案内標識に関する検討会」において、中立
性、公平性を有する立場から、事務局として業務運営を行っており、提言課題について施
策の検討に必要な背景や経緯、提言に関連する検討事例について熟知している。
　　このことから、上記法人は本業務で要求される課題を的確かつ迅速に検討し、当該業
務を遂行できる契約対象者である。
　　従って、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により（財）道路保
全技術センターと随意契約を締結するものである。

18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わな
いもの

－

3677 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　路面下空洞調査
業務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年10月25日 19,110,000

　財団法人道路保全技術センターは、「道路保全の技術に関するシステム開発整備」を業
務とし、路面下空洞探査システムの開発に携わっており、当該業務に不可欠な車両及び
機器を用いた実用的、効率的な調査・解析手法の確立とその運用基準の整備を行うな
ど、道路保全技術に関する先進的な知識及び経験を有している。また、空洞柱状図の写
真撮影についての特許を取得し、分析・診断等の技術を有しており、本業務を遂行するに
必要な高度な技術と経験を有する唯一の契約対象機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、
財団法人道路保全技術センターと随意契約をするものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3678
（財）日本道路交通情報セ
ンター

渋滞統計システム購入
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年10月20日 2,551,500

 　財団法人日本道路交通情報センターは、道路利用者の安全と利便を図るため、道路
及び道路交通に関する情報の収集及び提供、調査、研究、試験等を行い、もって道路交
通の安全と円滑化に寄与するとともに、産業の進展に即応した道路網の体系的整備に貢
献することを目的として設立された財団であり、本件の渋滞統計システムソフトを開発、提
供しているのは財団法人日本道路交通情報センターのみである。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、財団法人
日本道路交通情報センターと随意契約を行うものである。 見直しの余地があるもの 一般競争等に移行するもの

3679 （社）関東建設弘済会
横浜国道事務所積算補助業務
委託単価契約

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年08月03日 18,915,434

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3680 （社）関東建設弘済会 賄その他業務委託
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年04月01日 10,920,000

　上記法人は、福利厚生に関する事業を行うことを目的の一つとしている団体であり、ま
た、設立当初から厚生福祉に関する業務及び職員寮の管理を一環して実施している機関
である。　以上のように、本業務を遂行するために必要な、信頼と実績を有し、かつきめ細
やかな対応の出来る体制とノウハウを備えている上記法人との随意契約以外競争に付
することは適当でない。　よって会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
により随意契約を行うものである。
備考

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3681 （社）関東建設弘済会
厚木秦野道路の用地取得に伴う
補償説明等業務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年06月14日 31,500,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補
助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高
い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠
なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）
で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場
はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保でき
る公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3682 （社）関東建設弘済会
平成１７年度　道路改築現場技
術業務委託

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年04月01日 173,250,000

　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与
する事を目的に設立され、長年にわたり建設事業に関する業務を受託し、信頼性の高い
成果を収めているとともに、定期的に道路行政及び国土交通省の行う事業に関する教
育・研修を実施しており、職員の技術力や知識の向上に努めている。また、過年度にわた
り当該業務を受託し、業務内容に精通していると共に、中立性、公平性の確保、秘密保持
と言った観点からも疎漏がないことから、上記法人が本業務を遂行するにあたって唯一の
契約対象者である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、社
団法人　関東建設弘済会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3683 （社）関東建設弘済会
平成１７年度共同溝現場技術業
務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年04月01日 29,400,000

 　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与
する事を目的に設立され、建設事業に関する業務を受託し、長年信頼性の高い成果を収
めている。また、道路行政及び国土交通省の工事に係わる施工の管理、監督、安全対策
の教育・研修を実施して技術力や知識の向上に努めているとともに、その技術者を数多く
確保していることから本業務を履行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、社団法人
関東建設弘済会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3684 （社）関東建設弘済会 道路管理業務委託
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年04月01日 173,250,000

　 上記社団法人は、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与することを目
的に設立され、建設事業に関する業務の受託を業務とし、道路行政に係わる道路管理技
術の法令・構造の研修を実施して、関係技術職員の教育に努め、道路行政に係る専門的
知識を有する者を有しており、中立性、公平性の確保と秘密保持が可能である。
　よって、上記法人が唯一の契約対象機関であるため、会計法第２９条の３第４項、予決
令第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3685 （社）関東建設弘済会
平成１７年度　管理出張所現場
技術業務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年04月01日 267,750,000

　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与
す　る事を目的に設立され、長年にわたり建設事業に関する業務を受託し、信頼性の高
い成　果を収めているとともに、定期的に道路行政及び国土交通省の行う事業に関する
教育・　研修を実施しており、職員の技術力や知識の向上に努めている。また、過年度に
わたり　当該業務を受託し、業務内容に精通していると共に、中立性、公平性の確保、秘
密保持　と言った観点からも疎漏がないことから、上記法人が本業務を遂行するにあたっ
て唯一　の契約対象者である。
  よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、社団法人関東建設弘済会と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3686 （社）関東建設弘済会 道路情報連絡業務
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年04月01日 13,335,000

　　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進、国土開発の発展に寄与するこ
とを目的として設立され、建設事業に関する業務の受託を業務とし、長年信頼性の高い
成果を収めているとともに、定期的に道路行政及び国土交通省の行う事業に関する教
育・　研修を実施しており、関係職員の知識の向上に努めている。
　　また、過年度にわたり当該業務を受託し、業務内容に精通していると共に、中立性、
公平性の確保、秘密保持と言った観点からも疎漏がないことから、上記法人が本業務を
遂行するにあたって唯一の契約対象者である。
　　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規　定
により、社団法人関東建設弘済会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3687 （社）関東建設弘済会
特殊車両通行許可申請補助業
務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年04月01日 32,130,000

　　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進、国土開発の発展に寄与するこ
とを目的として設立され、建設事業に関する業務の受託を業務とし、長年信頼性　の高い
成果を収めているとともに、定期的に道路行政及び国土交通省の行う事業に関する教
育・研修等を実施しており、関係職員の知識の向上に努めている。
　　また、過年度にわたり当該業務を受託し、業務内容に精通していると共に、中立　性、
公平性の確保、秘密保持と言った観点からも疎漏がないことから、上記法人が本業務を
遂行するにあたって唯一の契約対象者である。
　　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３　号の
規定により、社団法人関東建設弘済会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
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3688 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７計画調査等資料作成業務
委託

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年04月01日 168,000,000

   社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与
することを目的として設立され、建設事業に関する業務を受託することを業務とし、長年
信頼性の高い成果を収めている。また、道路行政及び国土交通省の行う事務に関する教
育・研修を実施して技術力や知識の向上に努めるとともに、これまでも当該業務を受託
し、業務内容に精通しており、また、中立性、公平性の確保と秘密保持が可能であること
から、上記法人が本業務を遂行するにあたっての唯一の契約対象機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規
定により、社団法人関東建設弘済会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3689 （社）日本建設機械化協会
一般国道３５７号横浜ベイブリッ
ジ鋼床版疲労試験検討（その２）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年04月01日 43,050,000

   （社）日本建設機械化協会施工技術総合研究所は、橋梁等に関する建設機械および機
械化施工全般に及ぶ試験研究を実施することにより、建設機械に関する技術の向上並び
に建設事業の合理化を図り、わが国の経済の発展に寄与することを目的に設立された社
団法人であり、これまでにも、橋梁に関する多くの疲労試験に携わり、橋梁の疲労等に関
する高度な知識を有している。
また、一般国道３５７号横浜ベイブリッジの実物大試験体を用いた疲労試験が実施可能な
規模の移動載荷疲労試験機による疲労試験を実施している唯一の法人であり、実物大
試験体を用いた疲労試験を実施するための高度な知識と豊富な経験を有していることか
ら、本業務を遂行するために必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定により、社団法
人日本建設機械化協会施工技術総合研究所と随意契約をするものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3690 （社）日本建設機械化協会
トンネル全断面拡幅工法の適用
に関する検討業務

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年12月27日 10,710,000

   社団法人日本建設機械化協会は、「建設事業の機械化を推進し、もって国土開発と経
済発展に寄与すること」を目的に設立された公益法人であり、その附属機関である施工技
術総合研究所は、「建設の機械化に関する試験研究を実施することにより、建設機械及
び機械化施工に関する技術の向上を図り、建設事業の生産性向上に寄与すること」を目
的として設置されたものである。また、新技術開発研究会を設け、トンネル活線拡幅、トン
ネル地山補強等の研究テーマに応じた部会を設け、トンネルの施工法に関する検討にも
取り組む他、これまでにも国道１２７号のトンネルにおいて一般交通を確保した施工制約
の中で、学識経験者等から意見を頂きトンネル拡幅施工計画について検討を行うなど、
新工法等に関する建設機械及び機械化施工についての高度な知識と豊富な経験を有し
ている。よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の
規定により、社団法人日本建設機械化協会施工技術総合研究所と随意契約を締結する
ものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3691 東京電力（株） 電気料１０月分（事務所庁舎外）
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年10月25日 3,065,278

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3692 東京電力（株）
電気料１１月分（新杉田共同溝監
督官詰所外）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年12月05日 2,387,106

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3693 東京電力（株）
電気料１２月分（金沢国道出張所
庁舎外）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2006年01月12日 5,081,327

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3694 東京電力（株） 電気料１２月分（事務所庁舎外）
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年12月26日 2,388,651

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3695 東京電力（株） 電気料９月分（事務所庁舎外）
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年09月30日 3,378,059

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3696 東京電力（株）
電気料９月分（二子山無線中継
所外）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年10月06日 5,256,633

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3697 東京電力（株） 電気料９月分（目黒書庫外）
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年10月14日 14,483,964

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3698 東京電力（株） 電気料１１月分（目黒書庫外）
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年12月13日 18,169,654

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3699 東京電力（株）
電気料１０月分（新杉田監督官詰
所外）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年11月04日 2,769,637

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3700 東京電力（株）
電気料８月分（新杉田監督官詰
所外）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年09月02日 4,176,624

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3701 東京電力（株）
電気料８月分（神奈川出張所東
寺尾共同溝外）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年09月16日 2,282,288

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3702 東京電力（株） 電気料８月分（目黒書庫外）
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年09月08日 12,376,955

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)
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3703 東京電力（株）
電気料１０月分（上依知監督官詰
所外）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年11月15日 8,758,934

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3704 東京電力（株） 電気料１１月分（事務所庁舎外）
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年11月18日 2,724,378

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3705 東京電力（株） 電気料１０月分（目黒書庫外）
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年11月11日 9,688,989

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3706 東京電力（株） 電気料７月分（目黒書庫外）
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年08月05日 1,949,756

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3707 東京電力（株） 電気料８月分（事務所庁舎外）
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年08月26日 3,746,869

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3708 東京電力（株）
電気料７月分（保土ヶ谷共同溝
監督官詰所外）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年08月15日 13,229,200

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3709 東京電力（株）
電気料３月分（厚木出張所従量
電灯Ｂ）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年04月22日 1,395,237

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3710 東京電力（株） 電気料１２月分（目黒書庫外）
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2006年01月06日 8,369,673

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3711 東京電力（株）
電気料１２月分（神奈川出張所東
寺尾共同溝外）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2006年01月23日 3,253,912

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3712 東京電力（株）
電気料１２月分（神奈川出張所庁
舎外）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2006年01月16日 3,024,991

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3713 東京電力（株）
電気料１２月分（神奈川出張所高
島道路情報板外）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年12月19日 1,593,527

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3714 東京電力（株）
電気料４月分（神奈川出張所東
寺尾共同溝外）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年05月23日 3,067,073

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3715 東京電力（株）
電気料５月分（大井町無線中継
所従量電灯外）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年06月06日 4,140,254

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3716 東京電力（株） 電気料６月分（事務所庁舎外）
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年06月22日 2,913,713

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3717 東京電力（株）
電気料６月分（上依知監督官詰
所外）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年07月15日 1,831,879

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3718 東京電力（株）
電気料６月分（神奈川出張所東
扇島共同溝外）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年07月08日 14,694,692

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3719 東京電力（株） 電気料４月分（事務所庁舎外）
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年04月22日 2,875,016

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3720 東京電力（株） 電気料５月分（事務所庁舎外）
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年05月26日 1,841,115

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3721 東京電力（株）
電気料４月分（上依知監督官詰
所外）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年05月09日 5,208,286

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3722 東京電力（株）
電気料７月分（上依知監督官詰
所外）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年07月29日 1,154,047

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3723 東京電力（株）
電気料５月分（上依知監督官詰
所外）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年06月17日 8,355,951

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3724 東京電力（株）
電気料５月分（神奈川出張所東
寺尾共同溝外）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年06月22日 6,810,737

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3725 東京電力（株）
電気料５月分（川西無線中継所
外）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年05月23日 1,796,100

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)
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3726 東京電力（株） 電気料４月分（目黒書庫外）
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年05月16日 12,224,533

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3727 東京電力（株）
電気料１月分（新杉田電線共同
溝監督官詰所外）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2006年02月02日 2,420,868

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3728 東京電力（株） 電気料１月分（事務所庁舎外）
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2006年01月23日 2,902,658

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3729 東京電力（株） 電気料７月分（事務所庁舎外）
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年07月22日 2,272,364

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3730 東京電力（株）
電気料７月分（金沢国道出張所
庁舎外）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年08月19日 4,261,734

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3731 東京電力（株） 電気料２月分（事務所庁舎外）
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2006年02月22日 3,519,999

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3732 東京電力（株） 電気料１月分（目黒書庫外）
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2006年02月09日 20,805,404

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3733 東京電力（株）
電気料６月分（谷峨観測所従量
電灯外）

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年07月04日 2,577,777

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3734 東京電力（株） 電気料２月分（目黒書庫外）
大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2006年03月06日 2,564,086

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3735 東京電力（株）
神奈川４６８号新設工事　電線路
等移設補償金

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年09月16日 1,788,250

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3736 東京電力（株）
神奈川４６８号新設工事　電線路
等移設補償費

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年11月09日 1,058,530

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3737 東京電力（株）
神奈川４６８号新設工事　電線路
移設補償費

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年12月07日 2,894,869

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3738 東京電力（株）
神奈川４６８号新設工事　電線路
等移設補償費

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2006年01月18日 3,217,480

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3739 東京電力（株）
戸塚電線共同溝工事により生じ
た既設電線類移設補償費

大寺伸幸　横浜国道事務所　神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢西町１３－１０

2005年10月28日 15,693,000

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3740 （財）計量計画研究所
Ｈ１７広域幹線道路ＰＩ実施検討
業務委託

山本悟司　東京外かく環状道路調査事務
所　東京都世田谷区用賀4-5-16TEビル
７F

2005年06月20日 118,020,000

・国内及び諸外国のＰＩに関する知識等ＰＩに関する高度な知識と豊富な経験を有している
こと
・これまでの外環におけるＰＩ活動および東京環状道路の有識者委員会の審議経緯・内容
やＰＩ外環沿線協議会での議論の経緯やＰＩ外環沿線会議での議論、沿線地域ごとの状況
やＰＩの経過等について、熟知すること
・外環におけるＰＩ活動の進め方、今後のＰＩ手法について、幅広く関係者の意見を聞きつ
つ専門的見地から柔軟に実施検討できることが必要不可欠である。

　財団法人計量計画研究所は、「我が国及び諸外国の政治・経済・社会事象の数量的な
調査研究を行い、我が国諸官庁を始め諸企業の合理的政策決定及び科学的計画に関す
る知識普及に寄与すること」を目的としており、実務者を対象としたＰＩトレーニングの実施
や、米国のＰＩ専門家とＰＩ実施に関する相互研修を行うなどＰＩに関する豊富な知識を有し
ている。
　また、平成１３年度からＰＩプロセスの透明性、客観性、公正さを保つための東京環状道
路有識者委員会の運営に携わるなど、外環におけるＰＩについて十分な実績を有してい
る。
さらに、外環に関しても「Ｈ１４、Ｈ１５、Ｈ１６広域幹線道路ＰＩ実施検討業務委託」におい
て、関係者や有識者等の意見を聞きながら外環におけるＰＩ活動に関し検討を行うなど、
本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。
　(会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入
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3741 （財）計量計画研究所
平成１７年度交通シミュレーショ
ン検討業務

山本悟司　東京外かく環状道路調査事務
所　東京都世田谷区用賀4-5-16TEビル
７F

2005年10月19日 76,545,000

交通行動データの解析や、その結果に基づいた都市部における交通計画の策定等に関
する高度な知識と経験を有している必要がある。財団法人計画計量研究所は、「我が国
及び諸外国の政治・経済・社会現象の数量的な調査研究を行い、我が国諸官庁をはじめ
諸企業の合理的な政策決定及び科学的計画に関する知識の普及」を目的として設立され
た公益法人であり、東京圏パーソントリップ調査、都市部における交通体系のあり方等に
ついて検討を行うなど、交通行動データに基づいた都市部における交通計画の策定等に
関する高度な知識と豊富な経験を有していることから、本業務を遂行するに必要な要件を
備えた唯一の契約対象機関である。
(会計法第２９条の３第４項及び特例政令第１３条第１項第１号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3742 （財）公共用地補償機構
用地に関する課題整理等検討業
務

山本悟司　東京外かく環状道路調査事務
所　東京都世田谷区用賀4-5-16TEビル
７F

2005年08月26日 40,950,000

東京外かく環状道路の大深度地下の活用に伴う、大深度地下の公共的使用に関する特
別措置法（平成１２年５月２６日法律第８７号、以下「大深度地下使用法」という。）適用を
考慮しながら、用地に関する課題、周辺地域の用地対策等について整理・検討を行うもの
である。整理検討にあたっては、大深度地下使用法が施行されてから、同法を適用した
公共事業はないため、極めて特殊な用地課題の検討となる。従って、検討にあたっては、
公共事業の施行に伴う損失補償等の制度に関する高度な知識、損失補償研究分野の
種々の経験を有しており、土地収用法、その他関係法令に精通している必要がある。
　財団法人公共用地補償機構は、公共事業の施行に伴う損失補償等の制度に関する調
査・研究及び損失補償等に関する調査・算定、成果品の精度監理を行い、高度な知識と
損失補償研究分野の種々の経験を有している。土地収用法、その他関係法令に精通して
おり、これまでも地下使用に伴う区分地上権設定に関する研究等数多くの業務実績があ
り、本件業務を遂行することができる唯一の契約対象機関である。
(会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（平
成１９年度から企画競争を実施
し、その後総合評価による一般
競争を検討）

公募手続を導入

3743 （財）国土技術研究センター
広域幹線道路換気・防災対策検
討業務

山本悟司　東京外かく環状道路調査事務
所　東京都世田谷区用賀4-5-16TEビル
７F

2005年06月29日 32,550,000

本業務の遂行にあたっては、都市部におけるトンネルの換気方式や防災計画等に関して
高度な知識と豊富な経験及び広範囲な技術情報の収集が必要であり、さらに道路施設の
換気・火災に関する解析及び対策・運用方法に精通・熟知し、換気・防災計画に関する専
門的・広範囲な知見を有する必要がある。

財団法人国土技術研究センターは、わが国における建設技術発展の支柱となり、国と社
会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合的、かつ、効果的に行うとともに、
新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、もって、国民福
祉の向上に寄与することを目的として設立された財団であり、道路整備、利用、保全その
他の管理に関し特に高度かつ総合的な建設技術を要する調査研究事業を行っている。
これまでも国土交通省内において「都市内道路換気方式検討業務（平成１１・１２年度）」、
「都市内トンネルの防災計画等に関する調査（平成１２・１３年度）」「広域幹線道路換気・
火災対策検討業務（平成１６年度）」等に携わり、都市部におけるトンネルの換気方式や
防災計画等について調査検討を実施し、都市部におけるトンネルの換気方式や防災計画
に関して高度な知識と豊富な経験及び広範囲な技術情報の収集を行い、道路施設の換
気・火災に関する解析及び対策・運用方法に精通・熟知し、換気・防災計画に関する専門
的・広範囲な知見を有していることから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対
象機関である。
(会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

3744 （財）先端建設技術センター
広域幹線道路施工技術検討業
務

山本悟司　東京外かく環状道路調査事務
所　東京都世田谷区用賀4-5-16TEビル
７F

2005年06月29日 51,345,000

先端建設技術に関する研究開発情報に精通するとともに、大深度地下構造で大断面の
広域幹線道路に係る施工技術について高度な知識を有し、実現場に即した合理的、先進
的技術、安全確実で環境に配慮し、かつ透明性・公平性の確保する必要がある。
　
財団法人先端建設技術センターは、建設事業に係る先端的な技術に関する調査研究、
開発及び普及を図ることにより、国土基盤整備の推進を図り、もって国民生活の安定と向
上に資することを目的として設立された財団であり、建設事業に係る施工計画・施工方法
及び地下における建設事業に係る先端建設技術に関する調査研究開発事業、先端建設
技術に係る情報の収集事業を行っており、先端建設技術の研究開発情報に精通してい
る。
また本財団は、建設技術の開発や施工技術に関して高度な技術カや豊富な専
門的知識・経験を必要とする業務について複数の技術協力者からの技術的な助言や協カ
により検討を行うＴＣ制度を有しており、実現場に即した合理的、先進的技術、安全確実
で環境に配慮するとともに透明性・公平性の確保した技術的検討を行うことができる。
さらに「広域幹線道路施工技術検討業務（平成１６年度）」に携わり、大深度地下構造物
の基礎的施工技術検討を行うなど大深度地下構造の施工技術に関して高度な知識と経
験を有していることから本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。
(会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入
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3745 （財）道路環境研究所
広域幹線道路自然環境検討業
務

山本悟司　東京外かく環状道路調査事務
所　東京都世田谷区用賀4-5-16TEビル
７F

2005年09月14日 77,805,000

本業務の遂行にあたっては、道路整備に係る動植物への影響を回避・低減・代償手法、
良好な道路景観の確保方策、トンネル坑口部という特殊部の環境検討など道路環境の
改善・保全対策についての総合的かつ科学的な知見、豊富な知識と経験を有していると
ともに、住民との合意形成手法を取り入れた環境保全措置について豊富な知識と経験を
有している必要がある。

上記法人は、良好な道路環境を確保するために必要な諸方策を総合的、科学的に調査・
研究することを目的として設立された法人であり、「地球環境及び自然環境と調和し、生
活環境と両立する道路環境の確保に関する調査・研究」、「良好な道路環境の確保に関
する調査・研究」を行っており、本業務に必要な道路環境の改善・保全対策についての総
合的かつ科学的な知見、豊富な知識と経験を有している。
また、これまでに、「自然との共生をめざす道づくり－エコロードハンドブック」、「道路景観
整備マニュアル」を作成しており、住民との合意形成手法を取り入れた環境保全措置につ
いて豊富な知識と経験を有していることから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた契
約対象機関である。
(会計法第２９条の３第４項及び特例政令第１３条第１項第１号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3746 （財）道路空間高度化機構
平成１７年度広域幹線道路沿道
空間利用検討業務

山本悟司　東京外かく環状道路調査事務
所　東京都世田谷区用賀4-5-16TEビル
７F

2005年12月21日 32,424,000

道路空間の有効・高度利用による土地利用の合理化や、地域分断防止に関する事項、ま
た、道路事業と併せて行う地域整備の検討に関する高度な知識と豊富な経験を有してい
る必要がある。
道路空間高度化事業に関する調査研究、技術の開発等道路空間高度化事業の推進に
資する事業を行うことにより、道路の整備及びこれと併せた良好な市街地形成並びに安
全・円滑な交通の確保を図るとともに、活力ある地域社会の創生等に貢献し、もって国民
生活の向上に寄与することを目的に設立された財団である。これまでにも、掘割区間の上
部を有効利用した他事業との一体的整備や、沿道の地域コミュニティの形成について検
討を行うなど、道路空間の有効・高度利用による土地利用の合理化や地域分断防止に関
する高度な知識と豊富な経験を有しているとともに、地域の活性化等に寄与する交通結
節点の整備方針について検討を行うなど、道路事業と併せて行う地域整備の検討に関す
る高度な知識と豊富な経験を有しており、本業務の遂行に必要な要件を備えた契約対象
機関である。
(会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3747
（財）リバーフロント整備セン
ター

富士川水辺環境保全検討業務
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2006年02月17日 7,980,000

本業務は、富士川の自然再生を中心とする水辺環境保全計画の策定を行うものである。
検討にあたっては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、河川生態について
全国の情報を保有し、そのデータから河道特性と河川生態についての関係を体系的に整
理したデータを保有している必要があるが、そのようなデータを有しているのは当法人が
唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条
件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第
３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3748 （財）河川環境管理財団 富士川河川環境整備検討業務
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年11月10日 40,320,000

本業務の実施に当たっては、当財団がこれまでの研究並びにモデル河川での実践の中
で蓄積してきた当財団が唯一所有する7０項目以上に及ぶ全国主要河川の「河川環境管
理に関する河道情報データベース」を活用し、他河川の事例・課題解決事例を参考にしな
がら計画作りを実施することが必要。また、本業務の実施に当たっては、河道管理に関す
る豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専
門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平な検討が必要。従って当該
業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項予決令第１
０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3749 （財）河川情報センター 危機管理情報提供検討業務
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年04月18日 11,214,000

自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理を行えるようにするために
は、シナリオのない状況の中で臨機の判断等の対処能力を向上させるための訓練が不
可欠である。ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプレーヤーに分
かれ、コントローラーから付与される状況に応じてシナリオを知らされていないプレーヤー
がその場で判断し行動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法であ
る。当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について著作権を有している。ま
た、災害対応について、経験と代替性のない特定の知識等を有する演習実施組織を擁す
る唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの

①一般競争入札等に移行するた
めの準備に時間を要するもの
(5,589千円、Ｈ１９年度以降に一
般競争入札に移行)
②随意契約によらざるを得ない
もの(5,625千円)

3750 （財）河川情報センター
富士川水系雨量観測所配置計
画検討業務

廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年12月26日 7,224,000

本業務は、水文観測データの高度照査を踏まえて水文観測体制の高度化の検討するも
のであり、水文観測及び高度照査データに関して専門的な知識が必要である。当該財団
は水文データの高度照査システムを開発するなど高度照査について代替性のない知識
を有しているとともに精度向上の検討に必要な知識と経験を持ち本業務を遂行できる唯
一の者である。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項） 見直しの余地があるもの Ｈ１９以降企画競争契約に移行
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3751 （財）海洋架橋・橋梁調査会 平成１７年度管内橋梁検査業務
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年06月22日 25,042,500

　（財）海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境その
他の問題についての調査研究、、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図るこ
とによって国民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを目的とした財団で、道路
橋の保全に関する高度な技術と豊富な実績を有する（財）道路保全技術センターの橋梁
部門を平成１６年度に移管し発足した組織であり、これまでにも関東地方整備局管内にお
いて、継続的に「橋梁点検業務」に携わり橋梁の調査診断・補修計画の立案に係わるな
ど、道路橋に係わる調査・管理業務の高度な知識・技術・情報の蓄積があり、また、橋梁
管理カルテを一元的に管理し、カルテ入力システムを独自開発しており、それらの技術を
活用できる業務の効率化においてもきわめて有利かつ合理的であることから、本業務を
遂行するのに必要な要件を備えた唯一の公益法人である。
会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

問題があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3752 （財）道路環境研究所 道路予備検討
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2006年02月13日 7,717,500

　本業務の遂行にあたっては、道路整備に係わる環境検討など道路環境の改善・保全対
策についての総合的かつ科学的な知見、豊富な知識と経験を有しているとともに、住民と
の合意形成手法を取り入れた環境保全措置について豊富な知識と経験を有している必
要がある。
　上記法人は、良好な道路環境を確保するために必要な諸方策を総合的、科学的に調
査・研究することを目的として設立された法人であり、本業務に必要な道路環境の改善・
保全対策についての総合的かつ科学的な知見、豊富な知識と経験を有している。
　また、「道路環境影響評価技術手法」を刊行し、毎年「道路環境影響評価の技術手法講
演会」を開催するなど、当該分野において豊富な知識と経験を有していることから、本業
務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、
財団法人道路環境研究所と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3753 （財）道路新産業開発機構
平成１７年度中央自動車道双葉
スマートＩＣ社会実験業務委託

廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年04月01日 57,540,000

本業務の遂行にあたっては、ＥＴＣ機器に関する幅広い知識や技術 的内容、行政的な視
野に立ったスマートＩＣの考え方や運用方法、社会実験の運営及 び評価に精通しているこ
とが必要不可欠である。（財）道路新産業開発機構は、「 （財）道路新産業開発機構寄付
行為」第４条（事業内容）に定める、①道路に関連す る新しい産業分野の調査研究、②道
路に関する新しい産業の開発プログラムの策定、 ③道路に関する新しい産業の開発に
ついての関係機関との連絡及び調整、並びに広報 ④前各号に関連する委託された業務
の執行⑤その他この法人の目的を達成するために 必要な事業を総合的に行っている。
平成６年度に「ノンストップ自動料金収受システ ムのキャッシュレスシステムに関する調査
研究」（建設省）を手始めに、今日まで継 続してＥＴＣ関連の研究開発を数多く実施してい
る。平成１１年４月に「ＥＴＣ運用 検討会」を開催し、ＥＴＣの導入支援を実施して以来、ＩＴＳ
を活用した社会実験の 運営および評価を多数行っており、スマートＩＣに関する高度な知
識と経験を有して いる。さらに、ＥＴＣの導入および普及促進に公正な立場で貢献するな
ど、ＥＴＣの 活用に関して行政的な知見を有しており、本業務を遂行するに必要な要件を
備えた唯 一の契約対象機関である。会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号

その他のもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

3754 （財）道路保全技術センター
Ｈ１７甲府道路巡回支援システム
保守業務

廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2006年02月03日 6,489,000

財団法人道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関す
る事業を行い、国民生活の向上に寄与することを目的として設立された財団であり、本シ
ステムを開発している。従って、本システムの技術的な内容及び操作方法を熟知している
他、システムプログラムの基本部分について、著作者人格権の同一性保持権（著作権法
第２０条）を有していることから、本業務を遂行できる唯一の契約対象機関である。よっ
て、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、
財団法人道路保全技術センターと随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3755 （財）道路保全技術センター 道路施設管理業務（Ｈ１７）
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2006年01月27日 1,785,000

本業務は、関東地方整備局管内で運用している道路管理データベース（ＭＩＣＨＩ）へ 新
情報を提供するため、甲府河川国道事務所管内において完成した道路施設について、そ
の基本データ作成の支援を行うものである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本業務
の遂行にあたっては、道路施設管理に関する高度な知識と豊富な経験を有しているととも
に、ＭＩＣＨＩのシステム構成・管理運用方法等について詳細に熟知していなければならな
い。　　　　財団法人　道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、技
術開発、システム開発整備、技術指導、情報の収集整理及び提供を行うことにより、道路
交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的として設立された
公益法人である。これまでにも関東地方整備局管内において、道路施設情報のＭＩＣＨＩへ
の初期整備を実施しているほか、道路施設管理に関する高度な知識と豊富な経験を有し
ているとともに、ＭＩＣＨＩに係る電子情報技術者を保有し、ＭＩＣＨＩの基幹システム及び
データ入力、更新システムを唯一保有している。　　　　　　　　　　　よって、会計法第２９条
の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により随意契約を行うもので
ある。

18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わな
いもの

－



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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3756 （財）道路保全技術センター
平成１７年度管内道路防災検討
業務

廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年05月31日 27,825,000

　財団法人道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関す
る事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円
滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的として設立された財団法人であり、
これまでにも関東地方整備局管内において、「管内防災研等業務（平成１５年度及び平成
１６年度）」等に携わり、事前通行規制区間の規制基準等について検討を行うなど、行政
的判断を伴う事前通行規制の基準設定に関する高度かつ専門的な知識と豊富な経験を
有している。
　また、調査要領の基礎となる「道路防災点検要領」や「防災カルテを用いた点検基本マ
ニュアル（案）」の作成に携わっているとともに、道路防災ドクター業務に平成５年度から、
「道路斜面管理技術検討業務」に平成１３年度から継続的に携わっており、甲府河川国道
事務所管内の道路災害危険箇所の監視・観測手法や地形・地質等の特性等に熟知して
いることから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。会
計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3757 （財）道路保全技術センター
Ｈ１７甲府管内路面下空洞調査
検討業務

廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年09月20日 8,400,000

本業務の遂行にあたっては、道路調査車の機能や特性を十分に把握して、正確なデータ
取得技術が必要であるほか、これまでの調査によるデータ解析実績を基に構築されてき
た調査解析技術により、今回調査収集したデータから路面下空洞の特定を行うという極
めて高度な技術と経験が要求される。財団法人道路保全技術センターは、「道路保全の
技術に関する調査研究及び開発」「道路保全に関するシステムの開発整備」を事業として
おり、道路調査車を用いた路面下空洞探査システムの開発に一貫して携わっており、同
車の機能、特性を熟知している。また、路面下空洞に関し、正確かつ効率的な調査・解析
手法の確立とその運用基準の整備を行うなど、調査データからの空洞の特定に関する高
度な技術と経験を有しているほか、空洞柱状図の写真撮影についての特許を取得し、画
像の分析・診断技術を有しており、本業務を遂行するために必要な技術を有する契約対
象である。よって、「会計法第29条の3第4項」、「予算決算及び会計令第102条の4第3号」
の規定により、財団法人道路保全技術センターと随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3758 （財）日本気象協会
気象システム端末装置賃貸借（７
月分）

廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年08月25日 477,750

　本システムのベースは財団法人日本気象協会が開発し、平成１０年度より当事務所用
にシステム構築して運用を継続契約し、現在に至っている。そのため、継続契約すること
により、別途システム開発等の初期費用が不要となるために経済的である。
　また、同協会の規制区間降雨量予測情報は、気象庁の数値予測データを初期値とし
て、同協会が独自に開発した数値シミュレーションモデル「ＳＹＮＦＯＳ」を用いポイント予測
として提供されるもので、このベースとなる解析技術には同協会が独自に開発した「ＡＮＥ
ＭＯＳ」という物理モデルを用いており、学会等でもその精度が高く評価されており、全国
１０００以上のユーザー端末にオンライン提供する実績を持っているため、信頼性が極め
て高いと評価される。
　よって、（財）日本気象協会と随意契約するものである。会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3759 （財）日本気象協会
気象システム端末装置賃貸借（８
月分）

廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年09月07日 477,750

　本システムのベースは財団法人日本気象協会が開発し、平成１０年度より当事務所用
にシステム構築して運用を継続契約し、現在に至っている。そのため、継続契約すること
により、別途システム開発等の初期費用が不要となるために経済的である。
　また、同協会の規制区間降雨量予測情報は、気象庁の数値予測データを初期値とし
て、同協会が独自に開発した数値シミュレーションモデル「ＳＹＮＦＯＳ」を用いポイント予測
として提供されるもので、このベースとなる解析技術には同協会が独自に開発した「ＡＮＥ
ＭＯＳ」という物理モデルを用いており、学会等でもその精度が高く評価されており、全国
１０００以上のユーザー端末にオンライン提供する実績を持っているため、信頼性が極め
て高いと評価される。
　よって、（財）日本気象協会と随意契約するものである。会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3760 （財）日本気象協会
気象システム端末装置賃貸借（９
月分）

廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年11月08日 477,750

　本システムのベースは財団法人日本気象協会が開発し、平成１０年度より当事務所用
にシステム構築して運用を継続契約し、現在に至っている。そのため、継続契約すること
により、別途システム開発等の初期費用が不要となるために経済的である。
　また、同協会の規制区間降雨量予測情報は、気象庁の数値予測データを初期値とし
て、同協会が独自に開発した数値シミュレーションモデル「ＳＹＮＦＯＳ」を用いポイント予測
として提供されるもので、このベースとなる解析技術には同協会が独自に開発した「ＡＮＥ
ＭＯＳ」という物理モデルを用いており、学会等でもその精度が高く評価されており、全国
１０００以上のユーザー端末にオンライン提供する実績を持っているため、信頼性が極め
て高いと評価される。
　よって、（財）日本気象協会と随意契約するものである。会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3761 （財）日本気象協会
気象システム端末装置賃貸借（１
０月分）

廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年11月25日 477,750

　本システムのベースは財団法人日本気象協会が開発し、平成１０年度より当事務所用
にシステム構築して運用を継続契約し、現在に至っている。そのため、継続契約すること
により、別途システム開発等の初期費用が不要となるために経済的である。
　また、同協会の規制区間降雨量予測情報は、気象庁の数値予測データを初期値とし
て、同協会が独自に開発した数値シミュレーションモデル「ＳＹＮＦＯＳ」を用いポイント予測
として提供されるもので、このベースとなる解析技術には同協会が独自に開発した「ＡＮＥ
ＭＯＳ」という物理モデルを用いており、学会等でもその精度が高く評価されており、全国
１０００以上のユーザー端末にオンライン提供する実績を持っているため、信頼性が極め
て高いと評価される。
　よって、（財）日本気象協会と随意契約するものである。会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)
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3762 （財）日本気象協会
気象システム端末装置賃貸借（１
１月分）

廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年12月14日 477,750

　本システムのベースは財団法人日本気象協会が開発し、平成１０年度より当事務所用
にシステム構築して運用を継続契約し、現在に至っている。そのため、継続契約すること
により、別途システム開発等の初期費用が不要となるために経済的である。
　また、同協会の規制区間降雨量予測情報は、気象庁の数値予測データを初期値とし
て、同協会が独自に開発した数値シミュレーションモデル「ＳＹＮＦＯＳ」を用いポイント予測
として提供されるもので、このベースとなる解析技術には同協会が独自に開発した「ＡＮＥ
ＭＯＳ」という物理モデルを用いており、学会等でもその精度が高く評価されており、全国
１０００以上のユーザー端末にオンライン提供する実績を持っているため、信頼性が極め
て高いと評価される。
　よって、（財）日本気象協会と随意契約するものである。会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3763 （財）日本気象協会
気象システム端末装置賃貸借（１
２月分）

廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2006年01月25日 477,750

　本システムのベースは財団法人日本気象協会が開発し、平成１０年度より当事務所用
にシステム構築して運用を継続契約し、現在に至っている。そのため、継続契約すること
により、別途システム開発等の初期費用が不要となるために経済的である。
　また、同協会の規制区間降雨量予測情報は、気象庁の数値予測データを初期値とし
て、同協会が独自に開発した数値シミュレーションモデル「ＳＹＮＦＯＳ」を用いポイント予測
として提供されるもので、このベースとなる解析技術には同協会が独自に開発した「ＡＮＥ
ＭＯＳ」という物理モデルを用いており、学会等でもその精度が高く評価されており、全国
１０００以上のユーザー端末にオンライン提供する実績を持っているため、信頼性が極め
て高いと評価される。
　よって、（財）日本気象協会と随意契約するものである。会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3764 （財）日本気象協会
気象システム端末装置賃貸借（１
月分）

廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2006年02月14日 477,750

　本システムのベースは財団法人日本気象協会が開発し、平成１０年度より当事務所用
にシステム構築して運用を継続契約し、現在に至っている。そのため、継続契約すること
により、別途システム開発等の初期費用が不要となるために経済的である。
　また、同協会の規制区間降雨量予測情報は、気象庁の数値予測データを初期値とし
て、同協会が独自に開発した数値シミュレーションモデル「ＳＹＮＦＯＳ」を用いポイント予測
として提供されるもので、このベースとなる解析技術には同協会が独自に開発した「ＡＮＥ
ＭＯＳ」という物理モデルを用いており、学会等でもその精度が高く評価されており、全国
１０００以上のユーザー端末にオンライン提供する実績を持っているため、信頼性が極め
て高いと評価される。
　よって、（財）日本気象協会と随意契約するものである。会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3765 （財）日本気象協会
路面凍結予測システム賃貸借（１
２月分）

廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2006年02月17日 614,250

本業務の遂行にあたっては、現在別途賃貸借契約中の気象システム端末装置と一体と
なって機能することや、同一の送信回線を使用することにより送信するための新たな費用
負担は発生しない。よって、この端末装置の契約先である（財）日本気象協会と路面凍結
予測システム賃貸借契約を結ぶことで当事務所側装置改造の費用の軽減が図れる。
（財）日本気象協会は当事務所本システムを開発（ＮＥＴＩＳ登録ＴＨ－９９０００９）するとと
もに本路面凍結予測システムの元となる解析技術は協会が独自に開発した「Ａｎｅｍｏｓ」
という物理モデルを使用しているが学会等でもその精度が高く評価されており、これまで
の予測において高精度の実績（約９１％）を有している。さらに、精度の高いリアルシミュ
レーションの結果をオンラインで２４時間３６５日提供することが可能であり、本契約を遂行
するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3766 （財）日本気象協会
路面凍結予測システム賃貸借（１
月分）

廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2006年02月28日 614,250

本業務の遂行にあたっては、現在別途賃貸借契約中の気象システム端末装置と一体と
なって機能することや、同一の送信回線を使用することにより送信するための新たな費用
負担は発生しない。よって、この端末装置の契約先である（財）日本気象協会と路面凍結
予測システム賃貸借契約を結ぶことで当事務所側装置改造の費用の軽減が図れる。
（財）日本気象協会は当事務所本システムを開発（ＮＥＴＩＳ登録ＴＨ－９９０００９）するとと
もに本路面凍結予測システムの元となる解析技術は協会が独自に開発した「Ａｎｅｍｏｓ」
という物理モデルを使用しているが学会等でもその精度が高く評価されており、これまで
の予測において高精度の実績（約９１％）を有している。さらに、精度の高いリアルシミュ
レーションの結果をオンラインで２４時間３６５日提供することが可能であり、本契約を遂行
するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3767 （財）日本気象協会
気象システム端末装置賃貸借（２
月分）

廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2006年03月07日 477,750

　本システムのベースは財団法人日本気象協会が開発し、平成１０年度より当事務所用
にシステム構築して運用を継続契約し、現在に至っている。そのため、継続契約すること
により、別途システム開発等の初期費用が不要となるために経済的である。
　また、同協会の規制区間降雨量予測情報は、気象庁の数値予測データを初期値とし
て、同協会が独自に開発した数値シミュレーションモデル「ＳＹＮＦＯＳ」を用いポイント予測
として提供されるもので、このベースとなる解析技術には同協会が独自に開発した「ＡＮＥ
ＭＯＳ」という物理モデルを用いており、学会等でもその精度が高く評価されており、全国
１０００以上のユーザー端末にオンライン提供する実績を持っているため、信頼性が極め
て高いと評価される。
　よって、（財）日本気象協会と随意契約するものである。会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3768 （社）関東建設弘済会 Ｈ１７用地補償技術業務委託
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年04月01日 37,800,000

用地補償業務を適正に処理するに当たっては、用地補償業務全般にわたって、総合的に
豊富な経験や専門的な知識及び十分な処理能力、さらに、公平・中立に建設事業を進め
ていく国の立場を十分理解し、的確な行政判断が下せることが必要である極めて特殊な
業務である。社団法人関東建設弘済会は、その定款で、目的として、第３条「建設事業の
円滑な推進に資し、もって国土開発の進展に寄与すること」となっており、事業としては、
第４条にて、目的達成のため「建設事業に関する業務の受託」を業務とすることとしてい
る。公平・中立に建設事業を進めていく国の立場をを十分に理解し、的確に行政判断が
下せ、また、これまでにも良好な用地補償技術業務を行ってきており、用地補償業務全般
にわたって、補償コンサルタントにはない豊富な経験や専門的な知識及び十分な処理能
力を有していると判断できるものであり、唯一の契約対象である。適用法令　　会計法第２
９条の３第４項　予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3769 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７上石田改良用地補償説明
等業務

廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年04月01日 56,700,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補
助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高
い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠
なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）
で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場
はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保でき
る公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3770 （社）関東建設弘済会 Ｈ１７補償説明業務
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年08月18日 7,875,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補
助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高
い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠
なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）
で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場
はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保でき
る公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3771 （社）関東建設弘済会 富士川管内現場技術
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年04月01日 15,225,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通
じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は
法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この
業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3772 （社）関東建設弘済会 建築現場技術
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年04月01日 15,225,000

業務の履行にあたっては、工事発注者（監督職員を含む）の意向を機動的に反映するとと
もに工事発注者への的確な報告が求められ、工事監督業務に精通した知識と経験及び
能力が不可欠である。さらに、業務の特性から公立性・中立性が要求される。社団法人関
東建設弘済会は、関東地方整備局の発注する公共工事を発注の立場で統括管理した経
験と、発注者の意向を確実・迅速に工事管理に反映するともに、的確な報告を行うことの
できる唯一の公益法人である。また、営利を目的としておらず公平性・中立性を確保でき
る。よって会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、社団法人関東建設弘済会と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3773 （社）関東建設弘済会 甲西道路現場技術
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年04月01日 29,400,000

本業務は、道路整備事業の監督職員の補助として、請負工事の契約の履行に必要な資
料の作成、請負工事の施工状況の確認及び把握等、地元関係機関との協議・調整に必
要な資料の作成を行うものである。
　業務の遂行にあたっては、工事の発注者（監督職員を含む）の意向を機動的に反映す
るとともに工事発注者への的確な報告が求められ、工事監督業務に精通した知識と経験
及び能力が不可欠である。さらに、業務の特性から公平性・中立性が要求される。
　社団法人関東建設弘済会は、関東地方整備局の発注する公共工事を発注の立場で統
括管理した経験と、発注者の意向を確実、迅速に工事管理に反映するとともに、的確な
報告を行うことが出来る唯一の公益法人である。また、営利目的としておらず公平性・中
立性を確保できる。会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入
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3774 （社）関東建設弘済会 富士川情況把握業務委託
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年04月01日 2,625,000

　本業務の実施においては、豊かな河川管理の経験を有すると共に洪水時の河川管理
施設等の点検と水防活動等の情況把握の実務経験を有することが不可欠である。
　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に
寄与することを目的に設立された公益法人であり、本業務の所期の目的を達成するため
に河川情報提供システム（移動系）の導入を図って、実施時の迅速な対応に努めると共
に、情況把握を的確に行うために現地において総合実施訓練を行うとともに、防災技術に
かかわる講習会、研修会、現地調査を実施し、河川情況把握に関する高度な知識をもっ
た技術者を多数有している。
　本業務の履行にあたっては、河川管理の確かな経験と河川技術の見知のある同法人を
おいてはない。よって、同法人と随意契約を実施するものである。会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3775 （社）関東建設弘済会 富士川河川巡視業務委託
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年04月01日 28,875,000

　本業務の実施においては、河川法や建設行政等に関する知識と豊かな河川管理の経
験を有することが不可欠である。
　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に
寄与することを目的に設立された公益法人であり、本業務の所期の目的達成のため河川
巡視員研修の実施や「河川巡視のしおり」の作成等を行って、河川巡視員の技術向上に
努め、河川管理に関する高度な知識をもった技術者を多数有している。
　本業務の履行にあたっては、このような河川行政の経験と河川技術の見知のある同法
人をおいてはない。よって、同法人と随意契約を実施するものである。会計法第２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3776 （社）関東建設弘済会 河川管理補助業務
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年04月01日 17,850,000

業務の遂行に当たっては、関東地方整備局の河川管理に関する細則、規則及び準則等
に熟知していること、広く行政的視野に立った知識が必要である。
　さらに、貸与資料及び取扱い資料は行政処分の手続き中の書類が多数あり、かつ、相
手方（許可等の申請人）の利害に直接関係するものや個人のプライバシーに関するもの
であることから、中立公平な立場であることはもちろんのこと、国土交通行政に精通した
人材を有し、かつ過去の業務実績及び業務遂行の誠実性を勘案する必要性がある。
　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に
寄与することを目的に設立された公益法人であり、本業務実施に必要な行政事務に関す
る豊富な経験と専門知識を有する優れた職員を多数擁しており、過去においても同様な
業務を多数実施している。よって、同法人と随意契約をするものである。会計法第２９条の
３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3777 （社）関東建設弘済会 道路管理補助業務委託（Ｈ１７）
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年04月01日 24,150,000

業務の遂行に当たっては、道路法、同施工令、及びその他道路管理に関する関係法令に
熟知していること、広く行政的視野に立った知識が必要である。
さらに、貸与資料及び取扱い資料は行政処分の手続き中の書類が多数あり、かつ相手
方（許可等の申請人）の利害に直接関係するものや個人のプライバシーに関するもので
あることから、中立公平な立場であることはもちろんのこと、国土交通行政に精通した人
材を有し、かつ過去の業務実績及び業務遂行の誠実性を勘案する必要がある。
下記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目
的に設置された公益法人であり、本業務実績に必要な行政事務に関する豊富な経験と専
門知識を有する優れた職員を多数擁しており、過去においても同様な業務を多数実施し
ている。
よって、（社）関東建設弘済会と随意契約するものである。
適用法令　会計法第２９条の３第４項　予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3778 （社）関東建設弘済会
甲府河川国道事務所道路管理
関係補助業務（Ｈ１７）

廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年05月25日 5,565,000

業務の遂行に当たっては、道路法、同施工令、車両制限令、その他道路管理に関する関
係法令に熟知し、広く行政的視野に立った知識が必要である。
さらに、貸与資料及び取扱い資料は行政処分の手続き中の書類が多数あり、かつ、相手
方（許可等の申請人）の利害に直接関係するものや個人のプライバシーに関するもので
あることから、中立公平な立場であることはもちろんのこと、国土交通行政に精通した人
材を有し、かつ過去の業務実績及び業務遂行の誠実性を勘案する必要がある。
下記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目
的に設置された公益法人であり、本業務実績に必要な行政事務に関する豊富な経験と専
門知識を有する優れた職員を多数擁しており、過去においても同様な業務を多数実施し
ている。
よって、（社）関東建設弘済会と随意契約するものである。
適用法令　会計法第２９条の３第４項　予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3779 （社）関東建設弘済会 道路管理技術補助業務
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年04月01日 55,650,000

　本業務の遂行にあたっては、管内国道の地理、地形を把握し、道路管理行政を熟知し
た判断が必要であるとともに、敏速な対応や処理も必要な行政行為の補助に係わる特殊
な業務であり、得られた情報や資料の守秘を必要とする業務である。さらに、業務の特性
から公平性、中立性が要求される。
　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進や国土開発の発展に寄与するこ
とを目的に設立され、建設事業に関する業務の受託を行っており、これまでにも、道路管
理技術補助業務を多数行い、民間コンサルタントにはない経験を有しているとともに道路
管理に精通しており、管理技術補助業務に対応できる職員を数多く擁している唯一の公
益法人である。また、営利目的としておらず公平性、中立性を確保できる。会計法第２９条
の３第４項　予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3780 （社）関東建設弘済会 大和国道出張所情報連絡業務
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年04月01日 13,650,000

　本業務の遂行にあたっては、新笹子トンネル内の道路付属物施設の熟知、精通した機
器操作、特殊車両に対する敏速な対応と判断が必要であり、行政行為の補助にも係わる
特殊な業務で、得られた情報の秘密も必要とされるものである。さらに、業務の特性から
公平性、中立性が要求される。
　社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進や国土開発の発展に寄与するこ
とを目的に設置され、建設事業に関する業務の受託を行っており、これまでにも新笹子ト
ンネルの情報連絡業務を実施しており、民間コンサルタントにはない経験を有していると
ともに、、トンネル内の状況に精通しており、情報受理等に的確に対応できる職員を数多く
擁している唯一の公益法人である。また、営利目的としておらず公平性、中立性を確保で
きる。会計法第２９条の３第４項　予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3781 （社）関東建設弘済会 大和現場技術
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年04月01日 15,225,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通
じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は
法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この
業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3782 （社）関東建設弘済会 道路巡回
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年04月01日 24,150,000

　道路巡回は道路が常に良好な状態に保たれるように、、道路管理上に必要な情報や資
料も収集するものである。また、巡回業務は広範囲にわたる建設行政の知識を必要とす
る行政行為の補助に係わる特殊な業務で、得られた情報の守秘も必要とする。さらに、業
務の特性から公平性、中立性が要求される。
　社団法人関東建設弘済会は建設事業の円滑な推進や国土開発の発展に寄与すること
を目的に設置され、建設事業に関する業務の受託を行っており、これまでにも道路巡回
等を数多く行い、民間コンサルタントにはない経験を有しているとともに、管内の地形、沿
道状況にも精通しており、道路管理業務にも的確に対応できる職員を数多く擁している唯
一の公益法事である。また、営利目的としておらず公平性、中立性を確保できる。会計法
第２９条の３第４項　予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの
(18年度より競争入札
による維持工事に含
む)

3783 （社）関東建設弘済会 甲府現場技術
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年04月01日 46,200,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通
じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は
法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この
業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3784 （社）関東建設弘済会 大月現場技術
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年04月01日 29,400,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通
じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は
法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この
業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3785 （社）関東建設弘済会 富士吉田現場技術
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年04月01日 29,400,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通
じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は
法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この
業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3786 （社）関東建設弘済会 峡南現場技術
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年04月01日 44,100,000

　業務の遂行にあたっては、工事の発注者（監督職員を含む）の意向を機動的に反映す
るとともに工事発注者への的確な報告が求められ、工事監督業務に精通した知識と経験
及び能力が不可欠である。さらに、業務の特性から公平性・中立性が要求される。
　社団法人関東建設弘済会は、関東地方整備局の発注する公共工事を発注の立場で統
括管理した経験と、発注者の意向を確実、迅速に工事管理に反映するとともに、的確な
報告を行うことが出来る唯一の公益法人である。また、営利目的としておらず公平性・中
立性を確保できる。会計法第２９条の３第４項　予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3787 （社）関東建設弘済会
甲府河川国道事務所積算補助
（単価契約）

廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年08月25日 45,400,845

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3788 （社）関東建設弘済会
甲府河川国道事務所情報連絡
業務

廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年04月01日 13,650,000

　本業務の履行に当たっては、管内の地理や地形の把握、広範囲にわたる行政の熟知、
迅速な判断が必要な特殊業務である。また、知り得た情報の守秘は不可欠である。
　（社）関東建設弘済会は建設事業の円滑な推進や国土開発の発展に寄与することを目
的に設立され、これまでにも情報連絡業務を数多く実施しており、民間建設コンサルタント
にはない経験を有しているとともに、管内の地形、地理的条件や情報受理の対応にも的
確に対応出来る職員を数多く擁している機関である。
　よって、（社）関東建設弘済会と随意契約するものである。会計法第２９条の３第４項　予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3789 （社）関東建設弘済会 河川調査関係資料作成業務
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年04月01日 36,750,000

本業務の遂行にあたっては、建設事業に関する高度な専門的知識を要するとともに、広
範囲にわたる行政的知識が求められ、また、業務の特性から、利害に直接関係するため
公平性・中立性が要求される。
社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に
寄与することを目的とした事業を実施しており、内部での教育・研修を実施するなど本業
務に必要となる知識豊富な人材を多数有している。また、現場技術業務、積算補助業務
等の実績があり、民間コンサルタントにはない知識と経験を有していると判断できるもの
であり、本業務における唯一の契約対象である。よって社団法人　関東建設弘済会と随
意契約をするものである｡会計法第２９条の３第４項　予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3790 （社）関東建設弘済会
平成１７年度計画調査資料作成
業務委託

廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年04月01日 121,800,000

本業務の遂行にあたっては、建設事業に関する高度な専門的知識を要するとともに、広
範囲にわたる行政的知識が求められ、また、業務の特性から、利害に直接関係するため
公平性・中立性が要求される。
社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に
寄与することを目的とした事業を実施しており、内部での教育・研修を実施するなど本業
務に必要となる知識豊富な人材を多数有している。また、公共事業を執行する立場での
技術と経験、並びに行政的知識を有していると判断できる唯一の契約対象である。よって
社団法人　関東建設弘済会と随意契約をするものである｡会計法第２９条の３第４項　予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3791 （社）関東建設弘済会 Ｈ１７機械技術業務委託
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年04月01日 12,075,000

本業務の遂行に当たっては、建設事業及び機械全般に関する高度な専門的知識を要す
るとともに、広範囲にわたる行政的知識が求められ、また業務の特性から、利害に直接関
係するため公平性・中立性が要求される。（社）関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推
進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目的とした事業を実施しており、内部
での教育・研修を実施するなど、本業務に必要となる知識豊富な人材を多数有している。
また、公共事業等を発注する立場での技術と経験、並びに行政的知識を有していると判
断できる唯一の契約対象機関である。よって、（社）関東建設弘済会と随意契約するもの
である。会計法第２９条の３第４項　予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3792 （社）関東建設弘済会 Ｈ１７電気通信技術業務
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年04月01日 26,775,000

本業務の履行に当たっては、工事発注者（監督職員を含む）の意向を機動的の反映する
とともに工事発注者への的確な報告が求められ、工事監督業務に精通した知識と経験及
び能力が不可欠であるとともに、業務の特性から公平性・中立性が要求される。
財団法人関東建設弘済会は、関東地方整備局の発注する公共工事を発注の立場で統
括管理した経験と現場状況に精通し、発注者の意向を確実。迅速に工事管理に反映する
とともに、的確な報告を行うことのできる唯一の公益法人である。
また、営利を目的としておらず公平性・中立性を確保できる唯一の契約対象機関である。
会計法第２９条の３第４項　予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3793 東京電力（株） 電気料４月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年05月09日 3,828,986

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3794 東京電力（株） 電気料４月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年05月11日 2,690,812

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
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（円）
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3795 東京電力（株） 電気料４・５月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年05月17日 3,469,318

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3796 東京電力（株） 電気料４・５月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年05月24日 3,544,705

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3797 東京電力（株） 電気料５月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年05月31日 2,793,362

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3798 東京電力（株） 電気料５・６月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年06月10日 5,573,073

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3799 東京電力（株） 電気料５・６月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年06月21日 4,515,556

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3800 東京電力（株） 電気料６月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年07月06日 5,450,572

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3801 東京電力（株） 電気料６・７月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年07月12日 7,106,963

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3802 東京電力（株） 電気料７月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年08月02日 3,057,434

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3803 東京電力（株） 電気料７月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年08月04日 2,986,407

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3804 東京電力（株） 電気料７・８月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年08月16日 5,911,718

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3805 東京電力（株） 電気料７・８月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年08月22日 1,582,401

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3806 東京電力（株） 電気料８月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年08月29日 4,193,750

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3807 東京電力（株） 電気料８月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年09月01日 6,677,294

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3808 東京電力（株） 電気料８・９月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年09月13日 3,057,149

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3809 東京電力（株） 電気料９月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年10月12日 9,891,810

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3810 東京電力（株） 電気料９月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年10月19日 3,784,079

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3811 東京電力（株） 電気料１０月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年11月04日 4,053,796

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3812 東京電力（株） 電気料１０月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年11月11日 8,823,250

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3813 東京電力（株） 電気料１０・１１月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年11月16日 1,069,140

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3814 東京電力（株） 電気料１１・１２月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年12月13日 12,250,595

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3815 東京電力（株） 電気料１２・１月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2006年01月04日 3,850,043

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)
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3816 東京電力（株） 電気料１２月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2006年01月10日 4,273,846

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3817 東京電力（株） 電気料１２・１月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2006年01月17日 4,026,161

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3818 東京電力（株） 電気料１２・１月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2006年01月23日 1,741,849

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3819 東京電力（株） 電気料１月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2006年02月06日 3,628,628

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3820 東京電力（株） 電気料１月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2006年02月10日 10,145,398

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3821 東京電力（株） 電気料１・２月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2006年02月21日 1,496,137

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3822 東京電力（株） 電気料２月分
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2006年03月07日 9,072,324

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3823 東京電力（株） 山梨２０号改築　物件移転料
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年06月28日 1,550,270

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3824 東京電力（株） 山梨５２号改築　物件移転料
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年10月03日 2,806,516

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3825 東京電力（株） 山梨２０号改築　物件移転料
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2005年11月22日 1,506,840

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3826 東京電力（株） 山梨５２号改築　物件移転料
廣瀬昌由　甲府河川国道事務所　山梨
県甲府市緑が丘１－１０－１

2006年01月27日 1,151,397

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。 その他のもの

ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3827 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
山下勝　富士川砂防事務所　山梨県甲
府市富士見２－１２－１６

2005年04月01日 2,520,000

　下記の法人は、河川・雨量等に関する情報を収集・解析し、その情報を防災関係者等に
情報提供するために設立された法人であり、富士川砂防事務所管内において、平成９年
度に警戒・避難のための基準雨量等の情報提供システムを構築した実績を有している。
　よって、下記法人と随意契約を締結し、本業務を円滑かつ的確に遂行して所期の目的
を達成しようとするものである。
適用条項　  ：　会計法第２９条の３第４項  及び
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予算決算令第１０２条の４第３号

その他のもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

3828 （財）建設技術研究所
Ｈ１７大武川床固工群合流部計
画検討業務

山下勝　富士川砂防事務所　山梨県甲
府市富士見２－１２－１６

2005年05月19日 37,800,000

本業務の遂行に当たっては、当該模型実験の目的を熟知していることはもとより、全国的
な合流点処理の事例や土砂移動現象に関する水理模型実験について、専門的かつ高度
な知識が必要である。当該法人は、建設に関する技術及び事業の調査・研究のを目的と
して設立され、本業務で必要とされる実験中の流砂量計測について「ハイドロフォンを用
いた流砂量計測」という新技術を所有している。また、本業務と同種業務である「新穂高
渓流保全工水理模型実験及び修正設計業務委託」を行うなど、山地流域における渓流の
合流点処理に関する業務実績も有している。さらに、平成１６年度より継続的に本検討業
務を実施しているため、当該合流点の模型を所有しており効率的な検討が可能である。
また、当該法人は砂防関係の学識経験者による検討委員会を常設し、助言を得ながら実
験を行う体制が整っており、本業務を実施しうるに十分な技術、知識、及び体制を有志、
本業務を行わせることができる唯一の機関である。
　以上により、下記法人と随意契約を締結し、本業務を円滑かつ的確に遂行し、所期の目
的を達成しようとするものである。
　　　　　適用条項　  ：　会計法第２９条の３第４項及び、
　　　　　　　　　　　　　予算決算及び会計令第１０２条の４第３項

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行するための準
備に時間を要するもの
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3829
（財）砂防フロンティア整備
推進機構

荒廃地域における砂防指定地等
管理検討業務

山下勝　富士川砂防事務所　山梨県甲
府市富士見２－１２－１６

2006年01月25日 33,285,000

当該業務は、富士川流域の砂防計画上必要とされる砂防設備の機能維持・保全と、管理
瑕疵とならないよう公物として具備すべき安全性の確保のため、巡視点検、安全利用点
検に関する要領・マニュアルなどの検討・策定を行うものである。当該業務を遂行するに
あたっては、富士川流域における砂防事業に係る専門的な知識とともに、①国家賠償法
及び民法に規定される公の営造物・工作物の定義に関する学説・理論の整理や、その設
置・管理瑕疵等に関する砂防の公物管理に必要な専門知識、②国が関与した砂防に関
する全ての過去の判例やその関連資料に関する代替性のないデータベース、並びに③
中立性・公平性等が必要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第
４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3830 （財）日本気象協会 気象情報提供業務
山下勝　富士川砂防事務所　山梨県甲
府市富士見２－１２－１６

2005年04月01日 1,403,850

　　下記の法人は、気象観測や気象予測、気象情報の提供するために設立された法人で
あり、短時間降雨予測などの気象シュミレーションを行うのみならず、気象情報・地震情
報・火山情報について、ユーザーのニーズに沿ったきめ細やかな提供業務を全国的に展
開している唯一の法人である。
　よって、下記法人と随意契約を締結し、本業務を円滑かつ的確に遂行して所期の目的
を達成しようとするものである。
　適用条項　  ：　会計法第２９条の３第４項  及び
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予算決算令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3831 （社）関東建設弘済会 管内事業概略検討補助業務
山下勝　富士川砂防事務所　山梨県甲
府市富士見２－１２－１６

2005年04月01日 21,525,000

　本業務執行にあたっては砂防法等の各種法令や当事務所の砂防事業に対して広範か
つ深い知識と高度な技術を要求されること、砂防指定地関連資料等個人の権利保護が
求められる資料等の作成を含むことから、砂防事業に精通した経験豊富な技術者が揃っ
ており、特定の利害関係を有しない下記法人と随意契約を締結するものである。
適用条項　  ：　会計法第２９条の３第４項  及び
　　　　　　　　　　　　　　　予算決算令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3832 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７砂防展示物管理運営等業
務

山下勝　富士川砂防事務所　山梨県甲
府市富士見２－１２－１６

2005年04月01日 9,030,000

　本業務の実施にあたっては、砂防事業や土砂災害防止についての豊富な経験・知識の
みならず、大武川を始めとする富士川上流域の自然特性、社会特性、土砂災害の歴史、
当事務所の砂防事業の経緯、砂防法等の諸法令等に精通・熟知していることが求められ
る。
　下記法人は、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与すること目的とし
て設立され、砂防事業に精通した経験豊富な技術者を有するのみならず、人材育成の観
点から、職員の砂防関連知識や技能向上を目的とした講習会等を主催し、又、砂防事業
に対する国民の理解を深めるため、行政機関等が実施する広報活動に対して積極的に
協力を行う等、優れた実績を有していることから、本業務を実施し得るに十分な知識、経
験、能力、技術を有し、本業務を行わせることができる唯一の法人である。
　よって、下記法人と随意契約を締結し、本業務を円滑且つ的確に遂行して所定の目的
を達成しようとするものである。
　適用条項　  ：　会計法第２９条３第４項  及び
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予算決算令第１０２条４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3833 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７富士川砂防事務所厚生福
祉業務委託

山下勝　富士川砂防事務所　山梨県甲
府市富士見２－１２－１６

2005年04月01日 7,875,000

本業務の執行にあたっては、履行場所が山間部で生活の著しく不便な地に所在してお
り、近隣に食堂施設・商店が極めて少ないこと、さらに業務形態による特殊性があると共
に、業務の性格上高い信頼性が求められる。また当事務所の事業に対しての知識と理解
が必要で、取り扱いも慎重を期する必要がある。本業務に精通している経験者がそろって
おり、関東地方整備局内で多くの実績を有し信頼度も高いこと、また業務場所を熟知して
おり、経験も豊富である。よって当該法人と随意契約をするものである。　適用法令：会計
法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3834 （社）関東建設弘済会 富士川砂防管内巡視業務委託
山下勝　富士川砂防事務所　山梨県甲
府市富士見２－１２－１６

2005年04月01日 28,875,000

本業務の実施にあたっては、砂防法及び河川法や建設行政に関する知識と河川及び砂
防における管理についての、豊富な経験を有することが不可欠である。当該法人は、建
設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与することを目的に設立された公益法
人である、河川、砂防における管理について、高度な知識をもった技術者を多数有してい
る。さらに河川巡視業務について、巡視員の研修の実施や「河川巡視のしおり」の作成等
を行い、河川巡視員の技術向上に努めるなど、優良な成果をあげた実績が豊富である。
本業務の履行にあたっては、このような河川・砂防行政の経験と、河川・砂防技術に関す
る知見が必須である、当該業務を遂行できる者は、同法人をおいて他にはない。よって、
当該法人と随意契約を締結し、本業務を円滑かつ的確に遂行して所期の目的を達成しよ
うとするものである。　適用条項：会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３
号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
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3835 （社）関東建設弘済会 富士川砂防現場技術業務委託
山下勝　富士川砂防事務所　山梨県甲
府市富士見２－１２－１６

2005年04月01日 150,150,000

砂防工事の施工に伴い、釜無川出張所管内（釜無川 上流域及び土石流危険渓流）、白
州出張所管内（釜無川右五支川）、早川出張所管内（早川中下流域）、建設監督官管内
（早川上流域）の関係市町村、地域住民対策及び山梨、長野両県の砂防、治山担当部局
及び山梨県企業局、東京電力等の電気事業者等との事業調整等の補助を行うための豊
富な経験、幅広い知識等が必要とされる。また、砂防工事は、釜無川上流域、釜無川右
支川、早川流域の約８００㎞2に及ぶ広範囲の流域に渡り実施するため、現場の状況等に
ついて精通していることが要求される。本業務遂行のためには、行政的視野並びに高度
な知識と高い技術が要求され、実績が豊富であり現場の状況等について精通している、
当該法人と随意契約することにより本業務を確実に遂行するものである。　適用法令：会
計法第２９条の３第４項　予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3836 （社）関東建設弘済会
平成１７年度富士川砂防事務所
積算補助業務委託（単価契約）

山下勝　富士川砂防事務所　山梨県甲
府市富士見２－１２－１６

2005年08月02日 36,924,300

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3837 （財）海洋架橋・橋梁調査会
Ｈ１７長野国道管内橋梁検査他
業務

劍持貴　長野国道事務所　長野県長野
市鶴賀字中堰１４５

2005年08月01日 23,835,000

本業務は、社会的要請に対応して適切かつ効率的な橋梁管理を行うことを目的に、各種
橋梁点検計画（案）の策定、橋梁点検者に対する教育・指導、対策区分の判定等の検査
や補修・補強方法の提案を行うとともに、これらの記録を一元的に管理する橋梁管理カル
テの作成等を行うものである。
財団法人海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境そ
の他の問題についての調査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図る
ことによって国民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを目的とした財団で、道路
橋に係わる調査・管理業務の高度な知識・技術・情報と豊富な経験を有する唯一の公益
法人であり、本業務に必要な上記能力を有する者は、財団法人海洋架橋・橋梁調査会を
おいて他にない。

根拠条文：会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号

問題があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3838 （財）国土技術研究センター
Ｈ１７長野県道路整備推進検討
調査業務委託

劍持貴　長野国道事務所　長野県長野
市鶴賀字中堰１４５

2005年04月27日 42,390,000

　本業務は、平成１６年度に作成した「平成１６年度長野県業績計画書」に基づく「平成１６
年度長野県達成度報告書」の作成を行うとともに、平成１６年度の達成状況等を勘案し、
より透明性・客観性の高い、効果的・効率的な事業の展開を図るため、「平成１７年度長
野県業績計画書」の策定を行うことを目的とする。
（財）国土技術研究センターは、地域整備、都市整備、大規模プロジェクト等の構想及び
マスタープラン等の立案並びにこれに必要な調査研究などを行っている公益法人であり、
長野県等における地域整備計画や道路整備計画の立案に関する調査検討を行うなど、
道路施策に関する広範な知識を有しているとともに、長野県内の道路事業や地域特性な
どについても熟知している。
　また、昨年度、本業務の基礎となる「H16長野県道路整備推進検討業務委託」におい
て、長野県業績計画書の作成を実施し、熟知していることから、本業務を遂行するに必要
な要件を備えた唯一の契約対象機関である。
よって、（財）国土技術研究センターと随意契約を行うものである。

根拠条文：会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

3839 （財）道路空間高度化機構
Ｈ１７　長野国道管内「道の駅」高
度化検討業務

劍持貴　長野国道事務所　長野県長野
市鶴賀字中堰１４５

2005年09月29日 31,710,000

本業務は、長野国道事務所管内の既存及び新規建設予定の「道の駅」を対象に、その機
能の高度化に向けて付加すべき機能（災害対応等）を検討し、モデル箇所における整備
計画を立案することを目的とするものである。
 　（財）道路空間高度化機構は、道路と建築物等との立体的整備、道路とその沿道の建
築物等の一体整備、道路空間等を活用した交通結節点等の整備、道路空間のバリアフ
リー化その他の道路空間の有効かつ高度な利用を図るための事業を推進するため、道
路空間高度化事業に関する調査研究、技術の開発等道路空間高度化事業の推進に資
する事業を行うことにより、道路の整備及びこれと併せた良好な市街地形成並びに安全・
円滑な交通の確保を図るとともに、活力ある地域社会の創生等に貢献し、もって国民生
活の向上に寄与することを目的として設立された財団であり、道路空間の有効かつ高度
な利用を図るための高度な知識と豊富な経験を有しており、本業務を遂行するに必要な
要件を備えた唯一の契約対象機関である。
よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第３号」の
規定により（財）道路空間高度化機構と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3840 （財）道路新産業開発機構
Ｈ１７姨捨ＳＡスマートＩＣ社会実
験調査検討業務委託

劍持貴　長野国道事務所　長野県長野
市鶴賀字中堰１４５

2005年04月01日 56,490,000

　本業務は、既存の長野自動車道姨捨ＳＡに設置されているＥＴＣ専用の仮出入り口につ
いて、その効果や整備・運営上の課題を把握することを目的として継続して社会実験を実
施し、結果を分析・評価するものである。
　（財）道路新産業開発機構は、道路に関連する新しい産業分野についての調査研究を
行うとともに、その開発プログラムを策定すること等により、道路機能の健全な発展と道路
整備の拡充に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的と
して設立され、平成１１年４月には「ＥＴＣ運用検討会」を開催し、ＥＴＣの導入支援を実施し
て以来、今日まで継続してＥＴＣ関連の調査研究を実施している。
　なお、平成１３年度には自主研究として「スマートウェイパートナー会議　次世代インフラ
検討部会　スマートＩＣ検討ＷＧ」を実施し、また「自動二輪車の効率的な料金収受方式に
関する検討業務（国交省有料道路課）」、平成１６年度には「Ｈ１６姨捨ＳＡスマートＩＣ社会
実験調査検討業務委託（長野国道）」などスマートＩＣに関する知識を蓄積してきており、Ｅ
ＴＣの活用に関して中心的役割を負う公正な立場での行政的な知見を有しているととも
に、高度な知識と豊富な経験を有していることから、本業務を遂行するに必要な要件を備
えた唯一の契約対象機関である。
よって、（財）道路新産業開発機構と随意契約を行うものである。

根拠条文：会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（一
般競争48,962,000円　企画競争
7,528,000円）

公募手続を導入

3841 （財）道路新産業開発機構
Ｈ１７小布施ＰＡスマートＩＣ社会
実験調査検討業務委託

劍持貴　長野国道事務所　長野県長野
市鶴賀字中堰１４５

2005年04月01日 77,385,000

　本業務は、既存の上信越自動車道小布施ＰＡ（小布施ハイウェイオアシス）に設置され
ているＥＴＣ専用の仮出入り口について、その効果や整備・運営上の課題を把握すること
を目的として継続して社会実験を実施し、結果を分析・評価するものである。
　（財）道路新産業開発機構は、道路に関連する新しい産業分野についての調査研究を
行うとともに、その開発プログラムを策定すること等により、道路機能の健全な発展と道路
整備の拡充に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的と
して設立され、平成１１年４月には「ＥＴＣ運用検討会」を開催し、ＥＴＣの導入支援を実施し
て以来、今日まで継続してＥＴＣ関連の調査研究を実施している。
　なお、平成１３年度には自主研究として「スマートウェイパートナー会議　次世代インフラ
検討部会　スマートＩＣ検討ＷＧ」を実施し、また「自動二輪車の効率的な料金収受方式に
関する検討業務（国交省有料道路課）」、平成１６年度には「Ｈ１６小布施ＰＡスマートＩＣ社
会実験調査検討業務委託（長野国道）」などスマートＩＣに関する知識を蓄積してきており、
ＥＴＣの活用に関して中心的役割を負う公正な立場での行政的な知見を有しているととも
に、高度な知識と豊富な経験を有していることから、本業務を遂行するに必要な要件を備
えた唯一の契約対象機関である。
よって、（財）道路新産業開発機構と随意契約を行うものである。

根拠条文：会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（一
般競争76,704,000円　企画競争
681,000円）

公募手続を導入

3842 （財）道路新産業開発機構
Ｈ１７佐久平ＰＡスマートＩＣ社会
実験調査検討業務委託

劍持貴　長野国道事務所　長野県長野
市鶴賀字中堰１４５

2005年04月01日 18,270,000

　本業務は、既存の上信越自動車道佐久平ＰＡ（佐久平ハイウェイオアシス）に設置され
ているＥＴＣ専用の仮出入り口について、その効果や整備・運営上の課題を把握すること
を目的として継続して実施する社会実験の結果を分析・評価するものである。
　（財）道路新産業開発機構は、道路に関連する新しい産業分野についての調査研究を
行うとともに、その開発プログラムを策定すること等により、道路機能の健全な発展と道路
整備の拡充に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的と
して設立され、平成１１年４月には「ＥＴＣ運用検討会」を開催し、ＥＴＣの導入支援を実施し
て以来、今日まで継続してＥＴＣ関連の調査研究を実施している。
　なお、平成１３年度には自主研究として「スマートウェイパートナー会議　次世代インフラ
検討部会　スマートＩＣ検討ＷＧ」を実施し、また「自動二輪車の効率的な料金収受方式に
関する検討業務（国交省有料道路課）」、平成１６年度には「佐久平ＰＡスマートＩＣ社会実
験調査検討業務委託（長野国道）」などスマートＩＣに関する知識を蓄積してきており、ＥＴＣ
の活用に関して中心的役割を負う公正な立場での行政的な知見を有しているとともに、高
度な知識と豊富な経験を有していることから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯
一の契約対象機関である。
よって、（財）道路新産業開発機構と随意契約を行うものである。

根拠条文：会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（一
般競争14,021,000円　企画競争
4,249,000円）

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3843 （財）道路保全技術センター
Ｈ１７長野国道管内防災検討業
務

劍持貴　長野国道事務所　長野県長野
市鶴賀字中堰１４５

2005年08月01日 17,850,000

本業務は、長野国道事務所管内の異常気象時における事前通行規制区間の解除、短
縮、規制基準の見直し、および国道１９号生坂トンネルの変状にともなう補修について、学
識経験者等で構成する検討委員会から助言や提案を頂きながら検討を行うものである。
財団法人道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関す
る事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の　安全と
円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的として設立された財団であり、規
制基準の見直しやトンネル補修等について、学識経験者等で構成される検討委員会から
助言や提案を頂きながら検討を行うなど、行政的判断を伴う高度かつ専門的な知識・情
報及び豊富な業務経験を有している。
また、行政的判断を伴う高度かつ専門的な知識・情報及び豊富な業務経験を有している
ことから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。

根拠条文：会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3844 （財）道路保全技術センター Ｈ１７道路施設管理支援業務
劍持貴　長野国道事務所　長野県長野
市鶴賀字中堰１４５

2005年10月19日 15,645,000

高度化・多様化する道路行政に対する一般市民の要望に迅速かつ的確に対応するた
め、多種膨大な道路施設等の情報を合理的に管理することが必要となってきている。本
業務は、関東地方整備局管内で運用している道路管理データベース（ＭＩＣＨＩ）へ 新情
報を提供するため、長野国道事務所管内において完成した道路施設について、その基本
データ作成の支援を行うものである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本業務の遂行に
あたっては、道路施設管理に関する高度な知識と豊富な経験を有しているとともに、ＭＩＣ
ＨＩのシステム構成・管理運用方法等について詳細に熟知していなければならない。財団
法人道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、技術開発、システム
開発整備、技術指導、情報の収集整理及び提供を行うことにより、効率的かつ合理的な
保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄
与することを目的として設立された公益法人である。これまでにも関東地方整備局管内に
おいて、道路施設情報のＭＩＣＨＩへの初期整備を実施しているほか、道路施設の点検等
に関する各種マニュアルの整備の検討を実施するなど、道路施設管理に関する高度な知
識と豊富な経験を有しているとともに、ＭＩＣＨＩに係わる電子情報技術者を保有している。
また、ＭＩＣＨＩの基幹システム及びデータ入力、更新システムを唯一保有しており、本業務
の遂行に必要な用件を備えた契約対象機関である。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3845 （財）道路保全技術センター Ｈ１７路面下空洞調査検討業務
劍持貴　長野国道事務所　長野県長野
市鶴賀字中堰１４５

2005年11月17日 11,025,000

本業務は、長野国道事務所管内の一般国道を対象に、電磁波地中レーダーを搭載した
道路調査車により路面下の異常箇所の特定を行い、さらに詳細調査により、路面下空洞
の規模や状況を把握するもので、早期に異常箇所を発見することにより、道路陥没事故
を未然に防止し、安全かつ円滑な交通の確保を目的として実施するものである。
財団法人道路保全技術センターは、「道路保全の技術に関する調査研究及び開発」、「道
路保全に関するシステムの開発整備」を業務とし、路面下空洞探査システムの開発に携
わっており、当該業務に不可欠な車両及び機器を用いた実用的、効率的な調査・解析手
法の確立とその運用基準の整備を行うなど、道路保全技術に関する先進的な知識及び
経験を有している。また、空洞柱状図の写真撮影についての特許を取得し、分析・診断等
の技術を有しており、本業務を遂行するに必要な高度な技術と経験を有する唯一の契約
対象機関である。よって、財団法人道路保全技術センターと随意契約を締結するものであ
る。

根拠条文：会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3846 （財）日本気象協会 長野県気象情報提供業務
劍持貴　長野国道事務所　長野県長野
市鶴賀字中堰１４５

2005年04月01日 30,502,500

この業務は、長野国道事務所管内国道の維持管理に必要となる雨量等の気象情報や冬
期における除雪体制確立、凍結防止対策等に必要となる降雪、路面温度等の各種気象
データについて、長野国道の気象観測データを基に補正処理を行い、オンラインで情報
提供を受けるものである。
財団法人日本気象協会は、気象庁の外郭団体として「気象業務の利用方法の普及、並
びに指導を行うこと」を目的に設立されたものであり、長野支店は、長野県を管轄する出
先機関である。同協会は、気象業務に関し高度な観測、調査、解析、シミュレーション、予
測、情報配信等に至る総合的な気象コンサルタント業務を実施しており、民間コンサルタ
ントには無い高度な技術と経験を有し、長野国道における気象観測データをオンライン処
理し、データ提供が可能な唯一の契約対象である。

根拠条文：会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3847 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７長野国道事務所厚生福祉
業務委託

劍持貴　長野国道事務所　長野県長野
市鶴賀字中堰１４５

2005年04月01日 9,975,000

本業務は、長野国道事務所三輪宿舎（信濃寮）及び松本寮において、給食等の厚生福祉
業務を行い、職員の健康管理及び良好な宿舎管理の推進を目的とするものである。
（社）関東建設弘済会は、建設行政の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与
することを目的に設立された公益法人であり、当事務所の業務全般に精通し、適格有能
な人材を多数保有し、守秘義務を伴う業務遂行にも多くの実績がある。また、業務履行箇
所が長野市、松本市と点在していることから、これらの範囲を網羅する適当な業者は他に
なく、本業務を円滑かつ効率的になし得る信頼性を有する唯一の契約対象である（社）関
東建設弘済会と随意契約を行うものである。

根拠条文：会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3848 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７積算補助業務委託単価契
約（１０～１２月分）

劍持貴　長野国道事務所　長野県長野
市鶴賀字中堰１４５

2005年07月27日 8,968,417

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3849 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７用地補償技術業務委託（そ
の１）

劍持貴　長野国道事務所　長野県長野
市鶴賀字中堰１４５

2005年04月01日 13,440,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補
助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高
い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠
なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）
で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場
はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保でき
る公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3850 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７長野国道防災工事補償説
明等業務

劍持貴　長野国道事務所　長野県長野
市鶴賀字中堰１４５

2005年07月05日 22,050,000

　当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補
助を行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高
い個人情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠
なものである。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）
で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場
はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保でき
る公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3851 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７中部横断道用地補償技術
業務委託（その１）

劍持貴　長野国道事務所　長野県長野
市鶴賀字中堰１４５

2005年07月29日 8,715,000

本業務は、以下に掲げる業務を行うものである。（１）登記簿、戸籍及び住民票の記載事
項を精査し、権利者の特定が完全か審査する業務。（２）非木造建物補償料、営業補償料
等の非定型的な算定業務。（３）標準地価格から各画地の評価、残地補償料等の算定業
務。（４）各種書類が補償基準に適合し、完全に調整されているか審査する業務。（５）補
償内容の説明等に係る主務的な業務。（６）契約に立ち会い関係者に対する税務、支払い
等の説明をするなど主務的な業務。（７）複雑な相続を伴う登記の権利者の調整などの業
務。（８）その他関係資料の作成、関係機関との連絡・調整等の専門的知識・経験に基づ
き処理する業務。
社団法人関東建設弘済会は、建設事業に関する業務の受託により、これまでにも良好な
用地補償技術業務を行ってきており、用地補償業務全般にわたって、豊富な経験や専門
的な知識及び充分な処理能力を有している者を多数有している。以上のことから、社団法
人関東建設弘済会が、本業務を迅速かつ的確に遂行できる唯一の契約対象者と判断さ
れるため、規定により社団法人関東建設弘済会と随意契約を行うものである。

根拠条文：会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3852 （社）関東建設弘済会 Ｈ１７現場技術業務委託
劍持貴　長野国道事務所　長野県長野
市鶴賀字中堰１４５

2005年04月01日 190,050,000

本業務は、長野国道事務所の発注する工事の監督補助業務を行うものである。
社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に
寄与することを目的に設立され、建設事業に関する業務の受託事業を行っており、道路
事業等の公共事業に広範にわたり知識・経験を蓄積した技術者を多数有していることか
ら管理技術者として発注者の意向を確実・迅速に工事管理に反映することが可能であ
る。又、これまでにおいても公共工事の監督補助業務の実績を有し、公平性・中立性を確
保できる唯一の契約対象である社団法人関東建設弘済会と随意契約を行うものである。

根拠条文：会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3853 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７道路管理資料作成業務委
託

劍持貴　長野国道事務所　長野県長野
市鶴賀字中堰１４５

2005年04月01日 35,175,000

本業務は、長野国道事務所の所掌する多岐にわたる道路管理業務の円滑な進捗を図る
ため、関係機関との協議に関する業務、各種道路管理用基礎データの管理等の資料作
成を行うものである。
社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与す
ることを目的に設立され、建設事業に関する業務の受託事業を行っており、道路管理関
係の法令・技術的知識・経験のある技術者を有している。
本業務を的確かつ迅速に実施し、公平性、中立性を確保できる唯一の契約対象である社
団法人関東建設弘済会と随意契約を行うものである。

根拠条文：会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3854 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７道路管理技術補助業務委
託

劍持貴　長野国道事務所　長野県長野
市鶴賀字中堰１４５

2005年04月01日 49,350,000

本業務は、長野国道事務所の所掌する道路管理の技術補助業務を行うものである。
社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に
寄与することを目的に設立され、建設事業に関する業務の受託事業を行っており、道路
事業等の公共事業に広範にわたり知識・経験を蓄積した技術者を多数有していることか
ら管理技術者として発注者の意向を確実・迅速に道路管理に反映することが可能であ
る。又、これまでにおいても公共工事の管理補助業務の実績を有し、公平性・中立性を確
保できる唯一の契約対象である社団法人関東建設弘済会と随意契約を行うものである。

根拠条文：会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3855 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７計画調査検討資料作成業
務委託

劍持貴　長野国道事務所　長野県長野
市鶴賀字中堰１４５

2005年04月01日 12,075,000

本業務は、長野県内の国道１８・１９・２０号等の道路事業に関して行政内部で計画調　査
検討を行うために必要な資料・図面を作成し、行政施策に反映することを目的に行う業
務である
 　（社）関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進を図ることにより地域社会並びに国
土の健全な発展に寄与することを目的に設立され、計画調査検討資料等の作成に必要
なノウハウや高度な知識・技術と豊富な経験を有し、行政的視野に立った中立性・公平性
を確保した責任ある業務を円滑に遂行できることはもとより、道路行政的にも精通してい
る。
　　以上のことから、本業務を遂行するうえで十分な能力を有する契約相手方は社団法人
関東建設弘済会をおいて他になく、本業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機
関である。
よって、（社）関東建設弘済会と随意契約を行うものである。

根拠条文：会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3856 （社）雪センター Ｈ１７冬季路面管理検討業務
劍持貴　長野国道事務所　長野県長野
市鶴賀字中堰１４５

2005年10月31日 15,120,000

本業務は、冬季における安全で円滑な交通を効率的に確保するために、凍結防止剤とし
て塩化ナトリウムを使用する場合の適切な散布手法を検討するとともに、現地作業の目
安となる運用案を作成するものである。                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社団法
人雪センターは、道路、河川、公園等社会資本の整備、維持管理に関し、克雪、利雪、及
び親雪等に関する総合的な調査、研究及び技術開発等を行うことにより、雪に対する安
全性、快適性等の向上を図り、もって地域振興と国民生活の向上に寄与することを目的
に設立された法人であり、雪氷障害対策及び冬季道路管理に関して「凍結防止剤の効率
的散布の検討」、「除雪マニュアル作成とその調査」、「凍結防止剤の環境への影響調査」
等を行うとともに国内外の雪対策事例の収集や自主的な雪対策技術の研究、新技術の
開発を行うなど冬季の道路管理に関する先進的な知識及び経験を有しており、本業務の
遂行に必要な高度な技術と経験を有する唯一の契約対象機関である。

根拠条文：会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3857 （財）公園緑地管理財団
平成１７年度国営アルプスあづ
みの公園維持管理業務

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年04月01日 353,300,000

国営公園の維持管理は、より多くの公園利用者が安全で快適に公園を利用できるよう、
利用者サービスや利用指導を図るとともに、公園の質的レベルを維持、向上させ、また植
物等の公園資産を保全、増進させることを目的に行われるものである。
　維持管理業務の内容は、植物管理、建物・工作物管理、清掃、入園料徴収、巡視・保安
警備、利用者指導、救急、利用促進のための広報・催し物など多岐にわたるが、これらの
各業務は密接に関連しあうものであり、これらが一元的管理方針のもとに相互連携を保
ちつつその時々の状況に即応して行われることにより国営公園の維持管理の目的が達
せられるものである。
　従って、本業務の委託機関にあっては、
①多岐にわたる公園の維持管理業務を総合的に実施できる経験と能力
②公園管理者である国に変わって業務を行うことから
  イ　入園料の徴収、入改札を行い得る組織の信頼性、安定性
　ロ　利用者指導、警備を適切に行い得る都市公園法等関係法令についての専門的な知
識と経験
  ハ　行歳事等の企画・実施にあたって公共の資産としての活用を行い得る中立性、公平
性
などの資質を備えていることが求められる。
  （財）公園緑地管理財団は「公園緑地の管理に関する総合的な調査研究、技術開発及
び公園緑地の利用増進のための知識の普及並びに国営公園等の維持管理業務を行
い、もって国民の心身の健全な発達に寄与すること」を目的として設立された公益法人で
あり、国営公園の維持管理業務の受託、公園緑地の管理運営に関する総合的な調査研
究などの事業を行っている。
　当財団は、平成１６年度までに全国で１４箇所の国営公園において維持管理業務を実
施してきた経験を有し、国営公園管理に関する技術的蓄積、公園管理に必要となる行政
的な判断力と専門的知識を備えた十分な数の職員を有する。
　以上から、国に替わって国営公園の総合的な管理・運営を適切に実施し得る主体として
は、（財）公園緑地管理財団が も適当である。
会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続を導入

3858 （財）公園緑地管理財団
平成１７年度大町・松川地区管理
運営計画検討業務

片山壮二　国営アルプスあづみの公園事
務所　長野県安曇野市穂高牧１４９－１２

2005年06月20日 42,000,000

本業務は、国営アルプスあづみの公園の大町・松川地区の第１期開園に向けて、自然環
境の保全及び公園利用の増進を考慮した具体的な管理運営計画の検討を行うものであ
る。このため、業務遂行にあたっては、公園緑地の管理運営、利用増進等に関する豊富
な経験と事例の蓄積を含む総合的な知見を有し、国営公園の管理運営などに精通してい
ることが不可欠である。財団法人公園緑地管理財団は、「公園緑地の管理運営に関する
総合的な調査研究、技術開発及び公園緑地の利用増進のための知識の普及啓蒙並び
に国営公園等の管理運営を行い、もつて国民の心身の健全な発達に寄与すること」を目
的に設立され、公園緑地の管理運営に関する総合的な調査研究や管理に関する技術開
発とともに、公園緑地の利用増進のための知識の普及啓蒙を実施している。また、大規
模公園の企画、運営、プログラム作成並びに市民参加及びイベントの企画、運営、実施な
どに豊富な実績があり、本業務に必要な公園緑地の管理運営等に関する総合的な知見
を有している。これらを総合的に勘案し、本業務の実施にあたっては上記団体が唯一能
力を持った団体である。よって、会計法第29条の３第４項、予算決算及び会計令第102条
の４第３号の規定により（財）公園緑地管理財団と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（19年度契約では、企
画競争を実施し、20
年度以降、総合評価
による一般競争等に
移行）

3859 （財）日本造園修景協会
平成１７年度大町・松川地区樹林
修景検討業務

片山壮二　国営アルプスあづみの公園事
務所　長野県安曇野市穂高牧１４９－１２

2005年10月03日 24,675,000

本業務は、国営アルプスあづみの公園「大町・松川地区」に広がる樹林地の修景手法及
び計画内容を現地に実現させるために必要な現地設定作業を行うとともに、その作業を
もとに樹林修景に関する管理指針を得ることを目的とする。このため、業務遂行にあたっ
ては、公園事業における調査・計画・設計・整備・管理の各段階における業務プロセスに
精通すると共に、同時に公園利用及び修景に関する樹林地の育成・管理にかかる知見や
国営公園に係る諸制度に精通していることが不可欠である。財団法人日本造園修景協会
は、「造園修景及びレクリエーションに関する調査研究、技術の向上及び啓蒙普及のため
の諸事業を行い、造園修景事業の健全な発達を推進し、もって公共の福祉の増進に寄与
すること」を目的に設立され、公園事業において計画・設計・管理等の各段階における調
査研究を行うなど、本業務に必要な業務プロセスに精通している。また、これまでに国営
公園をケーススタディとして、伝統造園技術や樹林地管理の考え方をもとにした「大規模
公園における樹林地景観育成管理手法」を検討しマニュアル化を進めているなど、特に
大規模な樹林地の育成・管理に関して豊富な実績を有しており、本業務に必要な樹林地
の育成及び管理等に関する総合的な知見を有している。よって、会計法第29条の３第４
項、予算決算及び会計令第102条の４第３号の規定により（財）日本造園修景協会と随意
契約するものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3860 （財）日本緑化センター
大町・松川地区樹木等による環
境改善検討業務

片山壮二　国営アルプスあづみの公園事
務所　長野県安曇野市穂高牧１４９－１２

2006年01月30日 8,925,000

本業務は、大町・松川地区の周辺から発生する臭気に対して、樹木等植物による臭気の
緩和効果に着目して、快適な公園利用に向けた緩衝緑地の設置にかかる調査を行い、そ
の望ましい設置位置や形態等の検討を行い、これを計画するものである。このため業務
遂行にあたっては、本公園の理念、方針やこれまでの整備状況を踏まえ、緑化技術や緑
化用樹木等について精通していることが不可欠である。財団法人日本緑化センターは「緑
化に関する総合的な調査研究、技術開発、情報の収集・提供、緑化技術及び緑化思想等
の普及指導等の業務を行うことにより、緑化の円滑な推進を図り、もって国民の生活環境
の向上に資する」ことを目的に設立され、緑化に関する調査研究、技術開発、指導、啓発
及び事業の促進など多くの公益活動を実施するなど、本業務に必要な緑化に関する総合
的な知見を有している。また、森林や樹木の機能を活用して家畜ふん尿等に起因する悪
臭物質を除去・軽減する手法等の調査研究を通じて、畜産業と森林の共存の方策を明ら
かにし、「畜産業と森林の共存に関する技術マニュアル」として取りまとめるなど、緑化の
みならず、臭気等対策と樹木の関係等に関しても広範な知見や高い技術力を有してい
る。会計法第29条の３第４項、予算決算及び会計令第102条の４第３号の規定により（財）
日本緑化センターと随意契約するものである

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（19年度契約では、企
画競争を実施し、20
年度以降、総合評価
による一般競争等に
移行）

3861 （社）関東建設弘済会
あづみの公園積算補助業務委
託（１０～１２月分）

片山壮二　国営アルプスあづみの公園事
務所　長野県安曇野市穂高牧１４９－１２

2006年02月13日 1,761,900

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務で
あり、仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職
員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保で
きる公益法人に履行させる必要がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3862 （社）関東建設弘済会
平成１７年度アルプスあづみの
公園現場技術業務

片山壮二　国営アルプスあづみの公園事
務所　長野県安曇野市穂高牧１４９－１２

2005年04月01日 32,550,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通
じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は
法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この
業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3863 （社）日本公園緑地協会
国営アルプスあづみの公園展示
映像作成業務

片山壮二　国営アルプスあづみの公園事
務所　長野県安曇野市穂高牧１４９－１２

2005年12月01日 1,207,500

本業務は、国営アルプスあづみの公園堀金・穂高地区のテーマ展示館における展示映像
（気球ビジョン）のうちタイトル「あづみの紀行」について、上映システムに対応した完成プ
リントを作成するものである。現在使用している上映プリントは劣化、摩耗が激しく、このま
ま上映し続けると上映プリントの破損による上映中止など、テーマ展示館の展示運営に支
障をきたす恐れがある。当完成プリントを上映システムに対応する形式で、かつ短期間に
作成するためには、上映システムの映写方式や映像機器、音響設備等に精通しているこ
とが不可欠である。社団法人日本公園緑地協会は「公園、緑地等に関する事業の健全な
発達を図るとともに、国土美化、都市緑化等の推進に寄与する」ことを目的に設立され、
公園緑地等に関する調査、研究、指導、啓発及び事業の促進など多くの公益活動を実施
する団体である。また、テーマ展示館における展示映像の上映システムを検討、構築した
実績を有しており、映写方式や映像機器、音響設備等に関する情報を豊富に有してい
る。よって、会計法第29条の３第４項、予算決算及び会計令第102条の４第３号の規定に
より（社）日本公園緑地協会と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（19年度契約では、企
画競争を実施し、20
年度以降、総合評価
による一般競争等に
移行）

3864 （社）日本公園緑地協会
平成１７年度身体障害者等の利
用促進方策検討業務

片山壮二　国営アルプスあづみの公園事
務所　長野県安曇野市穂高牧１４９－１２

2006年01月24日 24,570,000

本業務は、国営アルプスあづみの公園を「ユニバーサル・パーク」として機能させ、身体障
害者等を含むすべての人にとって満足のできる空間やサービスが提供するための管理運
営及び施設計画について、身体障害者等の利用促進の観点から調査し、今後必要となる
プログラム策定及び施設整備の基本的方策を検討するものである。このため業務遂行に
あたっては、本公園の理念、方針やこれまでの整備状況を踏まえ、身体障害者等に対し
て担うべき都市公園の役割について精通していることが不可欠である。社団法人日本公
園緑地協会は「公園、緑地等に関する事業の健全な発達を図るとともに、国土美化、都市
緑化等の推進に寄与する」ことを目的に設立され、公園緑地等に関する調査、研究、指
導、啓発及び事業の促進など多くの公益活動を実施するとともに、これからの公園緑地
が担うべき新たな役割について方向付けを行うなど、本業務に必要な公園の整備、運
営、管理に関する総合的な知見を有している。また、「みんなのための公園づくり－ユニ
バーサルデザイン手法による設計指針－」の発刊をはじめ、「国営公園のユニバーサル
デザイン化調査設計業務」や「福祉・健康利用に対応した都市公園のあり方に関する調
査」などの業務を遂行しており、身体障害者等に対する都市公園の担うべき役割につい
て広範な知見や高い技術力を有している。さらに、本公園の基本計画の策定業務から携
わり、計画内容や施設整備の経緯等について他にはない幅広い知見と豊富な情報を有し
ている。よって、会計法第29条の３第４項、予算決算及び会計令第102条の４第３号の規
定により（社）日本公園緑地協会と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（19年度契約では、企
画競争を実施し、20
年度以降、総合評価
による一般競争等に
移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3865 （財）公園緑地管理財団
平成１７年度国営常陸海浜公園
維持管理業務

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年04月01日 689,300,000

　維持管理業務の内容は、植物管理、建物・工作物管理、清掃、入園料徴収、巡視・保安
警備、利用者指導、救急、利用促進のための広報・催し物など多岐にわたるが、これらの
各業務は密接に関連しあうものであり、これらが一元的管理方針のもとに相互連携を保
ちつつその時々の状況に即応して行われることにより国営公園の維持管理の目的が達
せられるものである。
　従って、本業務の委託機関にあっては、
①多岐にわたる公園の維持管理業務を総合的に実施できる経験と能力
②公園管理者である国に変わって業務を行うことから
  イ　入園料の徴収、入改札を行い得る組織の信頼性、安定性
　ロ　利用者指導、警備を適切に行い得る都市公園法等関係法令についての専門的な知
識と経験
  ハ　行歳事等の企画・実施にあたって公共の資産としての活用を行い得る中立性、公平
性
などの資質を備えていることが求められる。
  （財）公園緑地管理財団は「公園緑地の管理に関する総合的な調査研究、技術開発及
び公園緑地の利用増進のための知識の普及並びに国営公園等の維持管理業務を行
い、もって国民の心身の健全な発達に寄与すること」を目的として設立された公益法人で
あり、国営公園の維持管理業務の受託、公園緑地の管理運営に関する総合的な調査研
究などの事業を行っている。
　当財団は、平成１６年度までに全国で１４箇所の国営公園において維持管理業務を実
施してきた経験を有し、国営公園管理に関する技術的蓄積、公園管理に必要となる行政
的な判断力と専門的知識を備えた十分な数の職員を有する。
　以上から、国に替わって国営公園の総合的な管理・運営を適切に実施し得る主体として
は、（財）公園緑地管理財団が も適当である。
会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続を導入

3866
（財）都市緑化技術開発機
構

平成１７年度自然環境保全対策
検討業務

桑原正直　国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼６０５－
４

2005年06月15日 28,035,000

　本業務の遂行にあたっては、環境保全に関する高度な知識・技術力や、保全対策の検
討にあたり、港湾技術者、地方公共団体等と調整を行い、生態学、土木工学等の専門家
からなる検討委員会等を企画・設置し、円滑に運営する能力が求められる。
　財団法人都市緑化技術開発機構は、都市における緑化のための植栽・植物の育成、管
理に関する調査研究及び技術開発に先進的に取り組み、環境保全に関して高度な技術
を有している。特に本公園では「平成１６年度自然環境保全対策検討業務」等において公
園内の環境調査及び保全の技術開発に取り組み、絶滅危惧種を中心とした野生生物の
生態について豊富な経験と知識を蓄積している。また、沢田保全対策委員会の運営を企
画・設置し、円滑に運営を行い優れた成果をあげている。本業務は、当公園内の希少な
自然環境について継続的な観測と分析が重要で、かつ委員会を踏まえた保護・育成対策
を行う必要があり、これらの行程について的確に調整を行いながら調査・検討を実施する
ものである。財団法人都市緑化技術開発機構は、そうした業務を遂行していくのに必要な
技術と経験を有している も適した契約対象であるといえる。
　よって会計法第29条の3第4項（予算決算及び会計令第102条の4第3号）の規定に基づ
き、財団法人都市緑化機構と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（19年度契約では、企
画競争を実施し、20
年度以降、総合評価
による一般競争等に
移行）

3867 （財）日本気象協会
気象情報提供システム運用業務
（１０月分）

桑原正直　国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼６０５－
４

2005年05月10日 742,350

本業務の遂行にあたっては、極めて小さい地域に対する気象予測を行う技術が必要であ
り、（財）日本気象協会は、気象庁より公開される気象情報よりさらに細かい地域に対する
気象予報を行っている唯一の財団法人である。よって会計法第２９条の３第４項（予算決
算及び会計例第１０２条の４第３号）の規定に基づき、（財）日本気象協会と随意契約を行

その他のもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

3868 （財）日本造園修景協会
平成１７年度常陸海浜公園ＧＩＳ
整備業務

桑原正直　国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼６０５－
４

2005年11月28日 6,300,000

　本業務を遂行するにあたっては、公園事業における調査・計画・設計・整備・管理の各
段階における業務プロセスに精通し、同時にGISを活用した国営公園の一元的実体管理
が可能なデータ構成や国営公園に係る諸制度とともに、本局において検討を行った、平
成12～14年度の「国営公園業務におけるGIS導入検討業務」や、14～16年度「GISデータ
整備業務」に精通していることが不可欠である。さらに、今年度作成する基礎データの投
入対象となる、過年度作成した本公園の管理データベースについて熟知していることが不
可欠である。
　財団法人日本造園修景協会は、「造園修景及びレクリエーションに関する調査研究、技
術向上及び啓蒙普及のための諸事業を行い、造園修景事業の健全な発達を推進し、もっ
て公共の福祉の増進に寄与すること」を目的に設立され、公園事業において計画、設計、
管理等の各段階における調査研究を行うなど、本業務に必要な業務プロセスに精通して
いる。また、同財団は公園管理データベース作成にかかる業務を実施し、本公園におけ
るGISデータの整備状況や登録すべき施設の状況等を把握しており、効果的効率的に業
務を遂行できる。
　このような観点から、当該法人は、上記の業務を遂行できる要件を備えた機関であり、
当該業務を行わせることが も適当である。
　よって、会計法第29条の３第４項（予算決算及び会計令第102条の４第３号）の規定によ
り、上記法人と随意契約をするものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行したも
の

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3869 （財）日本造園修景協会 樹林地の管理手法策定業務
桑原正直　国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼６０５－
４

2006年01月30日 5,040,000

本業務を遂行するにあたっては、造園修景技術に関する広い知識や経験及び植物保全
技術に関しても高度な技術を有し、かつ、国営公園における修景方策と維持管理状況に
精通している必要がある。
財団法人日本造園修景協会は、造園修景及びレクリエーションに関する調査研究、技術
の向上及び普及啓発に関する事業を行い、造園修景事業の健全な発展を推進し、もって
公共の福祉の増進に寄与することを目的とする財団法人で、本業務に必要な伝統的な造
園修景技術に関する広い知識や経験及び植物保全技術に関しても高度な技術を有して
いる。また、国営常陸海浜公園においても「平成１６年度樹林地の管理手法に関する検討
及び業務」等を実施するなど、国営公園における樹林地の修景方策及び維持管理につい
て実践的に取り組んでおり、本業務におけるマニュアルを作成する上で必要な知識・経験
を有している。よって財団法人日本造園修景協会は、本業務を も効率的に遂行するに
必要な要件を備えた契約対象機関である。
よって会計法第29条の３第４項（予算決算及び会計令第102条の４第３号）の規定により、
上記法人と随意契約をするものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（19年度契約では、企
画競争を実施し、20
年度以降、総合評価
による一般競争等に
移行）

3870 （社）日本公園緑地協会 みはらしの里整備検討業務
桑原正直　国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼６０５－
４

2005年09月13日 47,040,000

　みはらしの里に配置する古民家の選定に当たっては、学識経験者等で構成される検討
委員会からの助言や提案を頂きながら検討を行うものである。また、景観検討に当たって
も、学識経験者等に助言や提案を頂きながら実施するものである。
　本業務の遂行にあたっては、公園緑地行政全般、中でも国営公園の計画・整備から管
理にいたるまでの一般的事項を熟知しているたけでなく、本公園の基本計画及び修景計
画等に精通した上で、昨年度検討を行ったみはらしの丘地区全体の整備計画及び当公
園の基本計画フォローアップについての検討結果を詳細に理解している必要がある。
　さらに、学識経験者からなる検討委員会を設置し、円滑に運用する能力についても要求
される。
社団法人日本公園緑地協会は、公園、緑地、遊園地等に関する調査、研究、計画、設計
及び修景計画、公園緑地に関する総合的な調査研究を数多く実施しており、特に国営公
園については、各公園の基本計画等の策定に関する各種業務を実施してきている。本公
園においては、平成16年度「みはらしの丘地区整備検討業務」にも携わっていることか
ら、みはらしの里エリアのコンセプトや経緯についても熟知している。なおかつ、管理運営
及び修景を総合的に考慮した計画立案・設計等についても高度な知識、能力及び技術を
有している。
さらに、学識経験者からなる検討委員会の運営も数多く行ってきた実績を有している。
　このような観点から判断して、当該法人は上記の業務を遂行できる唯一の機関であると
いえる。
よって会計法第29条の3第4項（予算決算及び会計令第102条の4第3号）の規定に基づ
き、社団法人日本公園緑地協会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（19年度契約では、企
画競争を実施し、20
年度以降、総合評価
による一般競争等に
移行）

3871 （社）日本公園緑地協会
園内ボランティア運営体制検討
業務

桑原正直　国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼６０５－
４

2006年02月10日 9,660,000

　本業務の遂行にあたっては、公園緑地行政全般、中でも国営公園の計画・整備から管
理にいたるまでの一般的事項を熟知しているだけでなく、本公園の基本計画に精通して
いる上、現在の各公園で活動しているボランテｨア団体に熟知している必要がある。
社団法人日本公園緑地協会は、公園、緑地、遊園地等に関する調査、研究、計画、設計
及び修景計画、公園緑地に関する総合的な調査研究を数多く実施しており、特に国営公
園については、基本計画・整備から管理にいたるまでの各種業務を実施してきている。な
おかつ、各公園の総合的な運営体制を整備するための調査、研究、指導及び推進につい
ても高度な知識、能力及び技術を有している。
　このような観点から判断して、当該法人は上記の業務を遂行できる唯一の機関であると
いえる。
よって会計法第29条の3第4項（予算決算及び会計令第102条の4第3号）の規定に基づ
き、社団法人日本公園緑地協会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（19年度契約では、企
画競争を実施し、20
年度以降、総合評価
による一般競争等に
移行）

3872 東京電力（株） 電気料（４月分）
桑原正直　国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼６０５－
４

2005年04月27日 1,884,656

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3873 東京電力（株） 電気料（５月分）
桑原正直　国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼６０５－
４

2005年06月02日 1,804,954

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3874 東京電力（株） 電気料（６月分）
桑原正直　国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼６０５－
４

2005年07月05日 2,123,721

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3875 東京電力（株） 電気料（７月分）
桑原正直　国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼６０５－
４

2005年07月25日 1,746,357

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3876 東京電力（株） 電気料（８月分）
桑原正直　国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼６０５－
４

2005年08月29日 1,725,233

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3877 東京電力（株） 電気料（９月分）
桑原正直　国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼６０５－
４

2005年09月27日 3,085,299

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3878 東京電力（株） 電気料（１０月分）
桑原正直　国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼６０５－
４

2005年10月21日 2,169,643

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3879 東京電力（株） 電気料（１１月分）
桑原正直　国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼６０５－
４

2005年11月28日 1,925,655

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3880 東京電力（株） 電気料（１２月分）
桑原正直　国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼６０５－
４

2005年12月27日 1,741,007

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3881 東京電力（株） 電気料（１月分）
桑原正直　国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼６０５－
４

2006年01月26日 1,639,566

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3882 東京電力（株） 電気料（２月分）
桑原正直　国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼６０５－
４

2006年02月28日 1,774,392

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3883 （財）公園緑地管理財団
平成１７年度国営武蔵丘陵森林
公園維持管理業務

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年04月01日 730,800,000

○ （財）公園緑地管理財団は、国の維持管理に係る組織・定員増の抑制を背景に、行政
組織の簡素化や効率的な公園管理の実施等の観点から、国に代わって国営公園の維持
管理を実施する専門的機関として、国営公園の維持管理業務が発生した昭和49年に設
立された公益法人であり、国営公園の設置当初より、その業務をアウトソーシングしてき
たものである。
○国営公園の維持管理業務は、より多くの公園利用者が安全で快適に公園を利用できる
よう、利用者サービスや利用指導を図るとともに、公園の質的レベルを維持、向上させ、
植物等の公園資産を保全、増進させることを目的に行うもので、その内容は、植物管理、
建物・工作物管理、清掃、入園料徴収、巡視・保安警備、利用者指導、救急等多岐にわ
たる。
○これらの内容は、公園の管理運営上一体的密接不可分なものであり、公園管理者であ
る国に代わり、入園料の徴収や都市公園法等関係法令に関する専門的な知見に基づい
て利用者指導を行うなど、公園管理に必要となる真に公益を目的とした国の公権力の行
使に準ずる行政的な判断力と専門的知識を備えた者が、総合的な調整の下で実施する
必要がある。
○（財）公園緑地管理財団がこれまで受託してきた１４公園の内、ロ号公園については閣
議決定の趣旨から行幸啓等への対応や、文化的資産の保存への対応が必要なことか
ら、国に代わって適切に業務を実施し得る当該法人へ随意契約することとする。
会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)（引き続き見直しを検討す
る。）

3884 （財）日本造園修景協会
平成１７年度都市緑化植物園基
本計画検討及び一部見本園実
施設計

渡邉三男　埼玉県比企郡滑川町大字山
田１９２０

2005年09月30日 18,270,000

　本業務は、国営武蔵丘陵森林公園において、設置から２７年が経過した都市緑化植物
園の現在までの経緯、現況を把握した上での管理運営や造園修景上の問題を抽出し、そ
れらを踏まえた施設充実を図るための修景計画を設定する。さらに見本園における花緑
修景等新たな景観のニーズに即したテーマ設定を行った上で、展示に関する景観修景計
画を作成することを目的とする。本業務の遂行にあたっては、都市公園法、その他関係法
令及び技術基準についての高度な行政的知識、経験を必要とするほか、国営公園やそ
の他の大規模都市公園等における各種の造園修景に係わる調査・計画・設計・管理運営
等の技術開発に深く精通し、さらに、過年度において都市緑化植物園の課題抽出から見
直し計画の素案策定までの検討を行った「平成１５年度都市緑化植物園等修景計画検討
業務」や「平成１６年度都市緑化植物園基本計画素案検討及び一部見本園実施設計業
務」についても熟知していることが不可欠である。（財）日本造園修景協会は、「産・官・学
の各界において、造園修景に関するものが相互に親睦と融和を図り、技術と知識を交換
し、自然環境、生活環境の保全並びに各種の教養、レクリエーションに必要な施策及び事
業の開発普及に努めると共に、これらに関わる調査研究・計画・設計・施工・管理の各分
野に携わる者の技術的、社会的地位の向上を図ること」を目的に設立され、都市公園を
はじめ各種の造園修景に関する調査・計画・施工・管理運営の研究及び開発を主たる事
業とする法人であり、本業務に必要な業務プロセスに精通している。また、同財団は「平
成１５年度都市緑化植物園等修景計画検討業務」及び「平成１６年度都市緑化植物園基
本計画素案検討及び一部見本園実施設計業務」を実施し、都市緑化植物園の置かれて
いる現状や課題、整備方針や検討経緯等を詳細に把握しており、効果的に業務を遂行で
きる者である。以上のことから、当該法人は、本業務を も的確かつ効率的に遂行できる
機関であることから、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号の随意契約適用法令に基づき随意契約を行い、業務の円滑な遂行を図るものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3885 （社）関東建設弘済会 平成１７年度現場技術業務
渡邉三男　埼玉県比企郡滑川町大字山
田１９２０

2005年04月01日 15,225,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通
じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は
法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この
業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3886 東京電力（株） 電気料（４月分）
渡邉三男　埼玉県比企郡滑川町大字山
田１９２０

2005年05月23日 1,319,691

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3887 東京電力（株） 電気料（５月分）
渡邉三男　埼玉県比企郡滑川町大字山
田１９２０

2005年06月23日 1,420,295

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3888 東京電力（株） 電気料（６月分）
渡邉三男　埼玉県比企郡滑川町大字山
田１９２０

2005年07月25日 1,466,971

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3889 東京電力（株） 電気料（７月分）
渡邉三男　埼玉県比企郡滑川町大字山
田１９２０

2005年08月23日 1,875,046

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3890 東京電力（株） 電気料（８月分）
渡邉三男　埼玉県比企郡滑川町大字山
田１９２０

2005年09月20日 1,908,507

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3891 東京電力（株） 電気料（９月分）
渡邉三男　埼玉県比企郡滑川町大字山
田１９２０

2005年10月24日 1,300,168

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3892 東京電力（株） 電気料（１０月分）
渡邉三男　埼玉県比企郡滑川町大字山
田１９２０

2005年11月16日 1,284,648

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3893 東京電力（株） 電気料（１１月分）
渡邉三男　埼玉県比企郡滑川町大字山
田１９２０

2005年12月15日 1,363,006

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3894 東京電力（株） 電気料（１２月分）
渡邉三男　埼玉県比企郡滑川町大字山
田１９２０

2006年01月18日 1,495,847

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3895 東京電力（株） 電気料（１月分）
渡邉三男　埼玉県比企郡滑川町大字山
田１９２０

2006年02月15日 1,535,155

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3896 （財）河川情報センター 平成１７年度河川情報提供業務
石島威　利根川ダム統合管理事務所　群
馬県前橋市元総社町５９３－１

2005年04月01日 2,520,000

本業務は、全国の各地方整備局及び各都道府県の所有する雨量レーダ・雨量テレメー
タ・水位テレメータ等の河川に係わる各種情報について、情報提供を受け、適正なダム管
理に資するものである。（財）河川情報センターは、上記情報について一元的に収集、提
供している唯一の機関であり、本業務を適切に実施できるのは当センターしかない。よっ
て、上記業者と、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により随意契約を
締結するものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

3897 （財）河川情報センター
レーダ雨量計流出予測システム
構築業務

仲川博雄　利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町５９３－１

2005年09月29日 23,205,000

当該財団は、レーダ雨量計の合成プログラム（特許出願中）について著作権を有している
システムの開発者として、当該合成システムについて、代替性のない特定の知識等を有
している。本流出予測システムは、リアルタイム、オンラインで当該合成システムを用いる
ものであり、当該財団は開発ができる唯一の者である。 見直しの余地があるもの

①一般競争入札等に移行するた
めの準備に時間を要するもの
(11,603千円、Ｈ１９年度以降に
一般競争入札に移行)
②ー随意契約によらざるを得な
いもの(11,603千円)

3898 （財）日本気象協会 Ｈ１７気象情報提供等業務
石島威　利根川ダム統合管理事務所　群
馬県前橋市元総社町５９３－１

2005年04月01日 8,137,500

本業務は、日々のダム運用の判断に必要なリアルタイムでの各種気象情報の提供を受
け、適切なダム管理に資するものである。（財）日本気象協会は、気象庁による気象観測
値や注意報・警報を独自の回線と専用端末を通じて、関係機関向けの配信を行っている
こと、また、気象庁観測開始以来の気象データを所有し、関東地方一円に展開する情報
収集体制によって利根川上流域の気象に精通し、気象庁発表の広域的な気温、降水量
等の各種予測値に独自の解析を加え、ダム流域面積相当の分解能レベルの予測値を関
係機関向けに提供している唯一の者である。よって、会計法第２９条の３第４項、予決令
第１０２条の４第３号により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3899 （財）日本気象協会
利根川上流域気象予測検討業
務

仲川博雄　利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町５９３－１

2005年11月24日 27,195,000

必要エリアの長期的な視点でのシュミレーション技術を持っているのが当該会社のみであ
る。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

3900 （社）関東建設弘済会 平成１７年度厚生福祉業務委託
石島威　利根川ダム統合管理事務所　群
馬県前橋市元総社町５９３－１

2005年04月01日 8,526,000

本業務は、特殊勤務作業手当や寒冷地手当が支給される山間部にあり、近隣に人家が
無く、大変厳しい職場環境である当事務所のダム施設（藤原ダム・相俣ダム・薗原ダム）を
維持管理し、組織を維持するための補助業務である。また、危機管理上から言っても信頼
性のある者でなくてはならない。（社）関東建設弘済会は建設行政の円滑な推進に資し、
もって国土開発の発展に寄与することを目的に設立され、円滑かつ責任のある業務の遂
行が出来るのは、上記業者しかなく唯一契約対象となる法人であるため、会計法第２９条
の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3901 （社）関東建設弘済会
平成１７年度ダム管理施設保全
等業務委託

石島威　利根川ダム統合管理事務所　群
馬県前橋市元総社町５９３－１

2005年04月01日 44,100,000

本業務は藤原・相俣・薗原ダムの管理支所及び利根川ダム統合管理事務所において、職
員の勤務時間外における夜間・休日のダム管理施設の保全及び庁舎管理、緊急事態が
発生した場合の臨機の処置に万全を期するための業務である。　ダム施設の管理は、一
般の企業ではほとんど無く特殊な業務であり、関東地方の水瓶でもあり大変重要な施設
である。そのダム施設を維持管理し業務遂行していく上から、また、危機管理上から言っ
ても信頼性のある者でなくてはならないため、有能な人材を多数確保し、円滑かつ責任の
ある業務の遂行が出来るのは、（社）関東建設弘済会しかなく唯一契約対象となる法人で
ある。よって会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規程により、（社）関
東建設弘済会と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3902 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７電気通信施設管理補助業
務

石島威　利根川ダム統合管理事務所　群
馬県前橋市元総社町５９３－１

2005年04月01日 12,600,000

本業務は、利根川ダム統合管理事務所内の電気通信施設管理に関する技術的資料の
作成及び整理、関係機関との協議、申請等の資料収集、整理の補助業務を委託するも
のである。本業務の遂行に当たっては、行政的視野から中立性、公正性及び守秘義務を
保ちながらダムの置かれている現状、目的の理解が必要であるとともに、電波法に基づく
独自の通信技術基準、さらには電気事業法に基づく自家用電気工作物などの保安基準
の知識を有し、業務の目的、内容に精通している必要がある。社団法人関東建設弘済会
は、上記の内容にも精通し、建設事業に関する業務を委託することを事業とし、これまで
の豊富な経験、実績及び極めて高い信頼性を有し、業務内容に精通していると判断でき
る。以上のことから、本業務を遂行する上で十分な能力を有する契約相手方は社団法人
関東建設弘済会をおいて他になく、同弘済会は当該業務を実施し得る唯一の契約相手
方である。よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
に該当し、社団法人関東建設弘済会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3903 （社）関東建設弘済会
平成１７年度ダム管理補助業務
委託

石島威　利根川ダム統合管理事務所　群
馬県前橋市元総社町５９３－１

2005年04月01日 137,550,000

ダム管理業務は、気象状況の把握、関係機関への連絡・警報・操作・巡視等施設操作や
貯水池・施設管理等を行っている。現在各ダム管理支所における職員は支所長を含め３
人体制であり、これらの業務を適正に行うためには、ダム管理体制の強化を図る必要が
ある。（社）関東建設弘済会は、ダム管理の経験も豊富であり、ダム管理に精通したダム
管理技士の資格技術者を多く有しており、本業務に携わる者に対しての教育を実施する
など豊富な知識と経験を有している唯一の法人である。よって、上記業者と随意契約を行
うものである。よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により随意
契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3904 （社）関東建設弘済会 Ｈ１７現場技術業務
石島威　利根川ダム統合管理事務所　群
馬県前橋市元総社町５９３－１

2005年04月01日 7,560,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通
じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は
法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この
業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3905 （社）関東建設弘済会 Ｈ１７水文調査補助業務
石島威　利根川ダム統合管理事務所　群
馬県前橋市元総社町５９３－１

2005年04月01日 42,525,000

本業務は、気象、雨雪量、水位、流量等の調査、水質調査、河川環境の保全、河川総合
開発の調査、地形・地質等の測量及び調査など、多岐に渡る業務を関係機関と調整しな
がら行う。（社）関東建設弘済会は、水理、水文、水質観測業務を行う上で、建設事業に
関する幅広い知識と行政的経験を持ち、円滑な業務実施が図れる人材を有しており、本
業務の目的を的確に実施できる唯一の契約対象である。よって、会計法第２９条の３第４
項及び予決令１０２条の４第３号の規定に基づき上記業者と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3906 東京電力（株） 共架工事補償料
仲川博雄　利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町５９３－１

2005年04月25日 6,346,256

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3907 東京電力（株） 電気料（４月分）
仲川博雄　利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町５９３－１

2005年05月18日 1,000,187

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)
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3908 東京電力（株） 電気料（５月分）
仲川博雄　利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町５９３－１

2005年06月10日 1,447,028

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3909 東京電力（株） 電気料（６月分）
仲川博雄　利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町５９３－１

2005年07月07日 1,043,201

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3910 東京電力（株） 電気料（７月分）
仲川博雄　利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町５９３－１

2005年08月10日 1,114,975

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3911 東京電力（株） 電気料（８月分）
仲川博雄　利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町５９３－１

2005年09月12日 1,282,682

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3912 東京電力（株） 電気料（９月分）
仲川博雄　利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町５９３－１

2005年10月07日 1,030,958

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3913 東京電力（株） 電気料（９月分）
仲川博雄　利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町５９３－１

2005年10月07日 1,162,028

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3914 東京電力（株） 電気料（１０月分）
仲川博雄　利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町５９３－１

2005年11月16日 1,006,380

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3915 東京電力（株） 電気料（１１月分）
仲川博雄　利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町５９３－１

2005年12月09日 1,292,321

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3916 東京電力（株） 電気料（１２．１月分）
仲川博雄　利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町５９３－１

2006年01月16日 1,481,331

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3917 東京電力（株） 電気料（２月分）
仲川博雄　利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町５９３－１

2006年03月07日 1,004,851

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3918 東京電力（株） 電気料（２月分）
仲川博雄　利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町５９３－１

2006年03月07日 1,392,818

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3919 東京電力（株）
藤原ダム光ケーブル共架工事補
償料

仲川博雄　利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町５９３－１

2005年10月14日 3,366,230

当該占用物件の管理者であるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3920
（財）ダム水源地環境整備
センター

川治ダム管理フォローアップ検討
業務

石井正夫　鬼怒川ダム統合管理事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地１４－３

2005年06月24日 21,525,000

管理段階における治水・利水実績、水環境や生態系等の環境への影響等の分析評価を
行うためには、渇水頻度や富栄養化の程度、外来種の増加傾向などの課題抽出におい
て、全国の管理ダムの状況と比較する必要があり、全国的なダム管理情報のDBである、
ダム諸量DB、経年的水質DB、河川水辺の国勢調査「ダム湖版」DB等を利用することが
必要不可欠である。WECが保有するこれらのDBは、長期間における管理ダムのフォロー
アップ分析評価実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼
のおけるDBである。さらに、総合的な分析・評価を行い、必要な改善を図るためには、関
係する学識経験者等の協力のもとに、高度な知識及び 新の情報をさらに蓄積していく
必要があるとともに、全国的な広範な知見のもとに、中立かつ公平な立場で統一的に、行
政上の政策検討する必要がある。ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技
術力を有しており、上記の理由から本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計
法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3921 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
石井正夫　鬼怒川ダム統合管理事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地１４－３

2005年04月01日 2,520,000

本業務は全国の各地方整備局及び各都道府県の所有する雨量レーダ・雨量テレメータ等
の河川に係わる各種情報について専用ソフトにて情報提供を受け所管河川の水出時等
の対応に資するものである。（財）河川情報センターは上記情報について１元的に収集、
提供している唯一の期間である。よって本業務の実施にあたっては当業務を唯一遂行で
きる上記（財）河川情報センターと随意契約を行うものである。　会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令１０２条の４第３号

その他のもの
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
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（円）
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3922 （財）日本気象協会 気象情報提供業務
石井正夫　鬼怒川ダム統合管理事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地１４－３

2005年04月01日 5,346,600

本業務は全国の天気予報及び降水短時間予測等の各種気象情報をオンライン提供によ
り所管河川の水出時等の対応に資するものであり前年度に引き続き業務を継続するもの
である。（財）日本気象協会北関東支店は、全国の天気予報及び降水短時間予測等の各
種気象情報に関して提供している唯一の機関である。よって本業務の実施にあたっては
本業務を唯一遂行できる上記（財）日本気象協会北関東支店と随意契約を行うものであ
る。　会計法第２９条の３第４項　予算決算及び会計令１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3923 （社）関東建設弘済会
鬼怒川ダム統合管理事務所管
内現場技術業務委託

石井正夫　鬼怒川ダム統合管理事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地１４－３

2005年04月01日 57,750,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通
じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は
法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この
業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3924 （社）関東建設弘済会 ダム管理補助業務委託
石井正夫　鬼怒川ダム統合管理事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地１４－３

2005年04月01日 121,800,000

本業務は、鬼怒川ダム統合管理事務所及び管理支所におけるダム管理に関する補助業
務を行うものである。
　本業務の内容は、
１）気象・水象  業務履行にあたっては土木技術に関する十分な知識と豊富な現場監督の
経験並びに整備局が定める積算基準、共通仕様、監督基準等に精通した技術者が必要
である。
　また現場で直接関与する工事関係書類等は積算及び工事算定の基礎資料であること
から高度の秘密保持が求められる。
　さらに、監督補助業務は、現場内の元請業者等と直接
対応することから、常に発注者の視点での公平な監督補助を行う必要があると伴に、営
利企業である請負者側と一線を画した中立的な立場及び行政を補完する立場で適切か
つ的確な対応が求められる。
  社団法人関東建設弘済会は建設事業の円滑な推進を図ることにより、地域社会並びに
国土の健全な発展に寄与する事を目的に設立され技術業務事業として現場技術（監督補
助）業務を実施している。このため、公共工事を発注の立場で統括監理した経験と現場状
況に精通し、発注者の意向を確実・迅速に工事管理に反映するとともに的確な報告を行う
経験と技術者を豊富に有しており、継続して監督補助業務を履行している公益法人であ
る。
　よって当該法人と随意契約を締結するものである。　会計法第２９条の３第４項　予算決
算及び会計令１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3925 （社）関東建設弘済会 統合管理連絡保全業務委託
石井正夫　鬼怒川ダム統合管理事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地１４－３

2005年04月01日 46,200,000

本業務は、鬼怒川ダム統合管理事務所及び管理支所において、夜間及び官公庁の休日
の連絡体制保全と、施設や資料等の保全業務を行うものである。
　本業務の内容は、
１）洪水、地震及び災害時等における連絡体いて制を確保すること。
２）施設管理については、巡視点検を行い、施設の外観、資料等の保管状況を確認するこ
と等がある。巡視点検を行い、施設の安全性や貯水池水質の異常の有無、湖面・土地の
管理等、高度な技術的な経験、知識を要する。また河川管理に関する連絡事務を適切に
実施するための十分な経験、知識を要し、また行政情報に関与する立場から守秘義務を
要求される。
  上記法人は、本業務に類似するダム管理に関する業務を広く行っている実績があり、ま
た公益法人であるため守秘義務についても十分保証される。したがって本業務に必要な
能力を有する唯一の法人である。
　よって当該法人と随意契約を行うものである。　会計法第２９条の３第４項　予算決算及
び会計令１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3926 （社）関東建設弘済会 ダム管理状況把握業務委託
石井正夫　鬼怒川ダム統合管理事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地１４－３

2005年04月01日 15,225,000

本業務は、鬼怒川ダム統合管理事務所及び管理支所におけるダム管理に関する補助業
務を行うものである。
　本業務の内容は、
１）気象・水象の情報収集をしながら流況を監視し、ダム操作のための諸計算を実施する
こと。
２）貯水池管理、施設管理については、巡視点検を行い、施設の安全性や貯水池水質の
異常の有無、湖面・土地の管理等、高度な技術的な経験、知識を要する。また河川法に
もとづく事務手続きにも習熟していなければならない。
  社団法人関東建設弘済会は、本業務に類似するダム管理に関する業務を広く行ってい
る実績があり、本業務に必要な能力を有する唯一の法人である。　よって当該法人と随意
契約を行うものである。　会計法第２９条の３第４項　予算決算及び会計令１０２条の４第３
号

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
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量
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3927 （社）関東建設弘済会 清掃賄業務委託
石井正夫　鬼怒川ダム統合管理事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地１４－３

2005年04月01日 14,049,000

本業務は、鬼怒川ダム統合管理事務所・御幸寮及び川俣ダム管理支所、五十里ダム管
理支所、川治ダム管理支所及び八汐寮の清掃並びに賄業務を行うものである。
　　本業務の履行にあたっては事務所・支所及び寮の特殊事情等を熟知し、建設行政全
般に渡って豊かな経験を有することが不可欠である。
　社団法人関東建設弘済会は、旧関東地方建設局の行う事業を側面から推進し、旧地建
業務の円滑な遂行に協力することを目的に設立された法人であり、設立当初より建設事
業等に関することを目的に設立された法人であり、設立当初より建設事業等に関する業
務を数多く受託してきており、守秘義務等確実な業務履行に対する信頼性も高く、寮等の
厚生福祉業務についても多く受託してきている。
　従って、本業務の任務を果たすのに十分な経験と実績を持ち、かつ、人材も揃っている
のは上記法人しかないので、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の
規定に基づき上記法人と随意契約をするものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3928 東京電力（株）
連携事業特別高圧受電に係る電
気供給設備工事の工事費負担
金

石井正夫　鬼怒川ダム統合管理事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地１４－３

2006年02月10日 181,755,000

光熱水料

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)

3929 東京電力（株） ２月分電気料（五十里）・その２
石井正夫　鬼怒川ダム統合管理事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地１４－３

2006年03月02日 1,088,227

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3930 東京電力（株） １月分電気料（五十里）その２
石井正夫　鬼怒川ダム統合管理事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地１４－３

2006年02月02日 1,109,741

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3931
（財）ダム水源地環境整備
センター

Ｈ１７品木ダム環境対策検討等
業務

武部勝行　品木ダム水質管理所　群馬県
吾妻郡草津町大字草津６０４－１

2005年09月01日 14,700,000

ダム水源地における環境対策としての堆砂処理の検討を行うに当たっては、堆積土砂の
適正かつ効率的な処理手法について分析検討を行う必要があるため、「ダム堆積土砂処
理ＤＢ」を用いることが必要不可欠である。ＷＥＣが保留するこのＤＢは、長期間にわたる
調査・研究の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼の
おけるものである。
また、学識経験者等のネットワークによる 新技術の蓄積などが必要であり、再利用方針
の検討に当たっては行政上の政策検討として公平・中立の立場で分析する必要がある。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由か
ら本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法第29条の3第4項、予決令第
102条の4第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3932 （社）関東建設弘済会
平成１７年度計画調査検討資料
作成等業務

武部勝行　品木ダム水質管理所　群馬県
吾妻郡草津町大字草津６０４－１

2005年04月01日 12,600,000

本業務を遂行するにあたっては、行政的判断を行うための資料作成に必要なノウハウや
ダム管理事業に精通・熟知しているとともに、中立性・公平性の確保やダム管理事業の調
査・計画に関する高度な知識と経験が必要である。上記業者は、建設事業の円滑な推進
に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目的に設立された法人である。同法人は
当該業務について実績があり、高度な知識と経験を有しているため、円滑かつ責任ある
業務の遂行ができる唯一の法人である。以上のことから、本業務の目的を達するための
技術と経験を有している契約相手方は他になく、同法人は当該業務を実施できる唯一の
法人である。以上の理由により随意契約するものである。[(会計法第２９条の３第４項 予
決令第１０２条の４第３号）」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3933 （社）関東建設弘済会
平成１７年度　現場技術業務委
託

武部勝行　品木ダム水質管理所　群馬県
吾妻郡草津町大字草津６０４－１

2005年04月01日 14,700,000

　当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通
じて 先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は
法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この
業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号」の規定により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3934 （社）関東建設弘済会 庁務関係業務委託
武部勝行　品木ダム水質管理所　群馬県
吾妻郡草津町大字草津６０４－１

2005年04月01日 4,830,000

管理所及び中和寮は立地上、山間部で生活の著しく不便な地に所在しているため賄い業
務を委託する必要がある。業務を履行するにあたっては、用地交渉等の守秘性を要する
職員の情報交換に付随する情報面の危機管理に細心の注意が求められる。このため、
業務委託先には特定の企業や個人との利害関係を持たない中立性及び秘密保持の徹
底が求められる。上記業者は以上の条件を満たし、整備局管内において同種の業務を的
確に履行してきた実績がある。また、建設行政の発展を目的として設立された公益法人
であり、守秘義務等確実な業務履行に対する信頼性が高く、本業務を履行するのに十分
な成果を上げることができる唯一の業者である。以上の理由により随意契約するものであ
る。[(会計法第２９条の３第４項 予決令第１０２条の４第３号）」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)



番号 所管公益法人等の名称
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3935 （社）関東建設弘済会
平成１７年度　中和処理施設管
理業務

武部勝行　品木ダム水質管理所　群馬県
吾妻郡草津町大字草津６０４－１

2005年04月01日 85,050,000

強酸性河川の石灰中和を行うに際し、中和工場での必要な石灰投入量を決定するため
の水質分析は必要不可欠であり、また、中和後のダム湖及び放流口など水域全般の水
質管理を行うため、夜間等の緊急的な中和作業に対しても迅速で正確な必要とされる業
務で、管理所で実施する必要がある。（社）関東建設弘済会は、当中和処理施設管理業
務の施設管理を平成３年度より１０年以上、また水質分析においては２０年以上の経験知
識のある技術者を有しており信頼性も高く有しており信頼性も高く優秀な実績を残してい
る。以上の理由により随意契約するものである。[(会計法第２９条の３第４項 予決令第１０
２条の４第３号）」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3936 東京電力（株） ６月分電気料
武部勝行　品木ダム水質管理所　群馬県
吾妻郡草津町大字草津６０４－１

2005年06月20日 1,059,735

光熱水料[(会計法第２９条の３第４項 予決令第１０２条の４第３号）」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3937 東京電力（株） ７月分電気料
武部勝行　品木ダム水質管理所　群馬県
吾妻郡草津町大字草津６０４－１

2005年07月25日 1,050,534

光熱水料[(会計法第２９条の３第４項 予決令第１０２条の４第３号）」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3938 東京電力（株） ８月分電気料
武部勝行　品木ダム水質管理所　群馬県
吾妻郡草津町大字草津６０４－１

2005年08月18日 1,150,124

光熱水料[(会計法第２９条の３第４項 予決令第１０２条の４第３号）」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3939 東京電力（株） ９月分電気料
武部勝行　品木ダム水質管理所　群馬県
吾妻郡草津町大字草津６０４－１

2005年09月21日 1,189,663

光熱水料[(会計法第２９条の３第４項 予決令第１０２条の４第３号）」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3940 東京電力（株） １０月分電気料
武部勝行　品木ダム水質管理所　群馬県
吾妻郡草津町大字草津６０４－１

2005年10月21日 1,113,100

光熱水料[(会計法第２９条の３第４項 予決令第１０２条の４第３号）」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3941 東京電力（株） １１月分電気料
武部勝行　品木ダム水質管理所　群馬県
吾妻郡草津町大字草津６０４－１

2005年11月21日 1,050,845

光熱水料[(会計法第２９条の３第４項 予決令第１０２条の４第３号）」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3942 東京電力（株） １２月分電気料
武部勝行　品木ダム水質管理所　群馬県
吾妻郡草津町大字草津６０４－１

2005年12月19日 1,086,236

光熱水料[(会計法第２９条の３第４項 予決令第１０２条の４第３号）」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3943 東京電力（株） １月分電気料
武部勝行　品木ダム水質管理所　群馬県
吾妻郡草津町大字草津６０４－１

2006年01月20日 1,346,455

光熱水料[(会計法第２９条の３第４項 予決令第１０２条の４第３号）」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3944 東京電力（株） ２月分電気料
武部勝行　品木ダム水質管理所　群馬県
吾妻郡草津町大字草津６０４－１

2006年02月20日 1,409,493

光熱水料[(会計法第２９条の３第４項 予決令第１０２条の４第３号）」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3945 東京電力（株） ４月分電気料
武部勝行　品木ダム水質管理所　群馬県
吾妻郡草津町大字草津６０４－１

2005年04月22日 1,070,958

光熱水料[(会計法第２９条の３第４項 予決令第１０２条の４第３号）」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3946 （財）日本気象協会 Ｈ１７気象情報提供業務
大嶋光男　二瀬ダム管理所　埼玉県秩父
市大滝３８７５－１

2005年04月01日 3,465,000

業務遂行には気象情報、地震情報を迅速かつ的確に通報するための専門知識・技術及
び情報集配信に関する専門知識・技術が必要となる。また、気象に関する資料を蓄積し、
それらを基に精度の高い降雨予測を行う技術が本業務では不可欠となる。（財）日本気象
協会は、気象庁の外郭団体として５０年以上にわたって気象に関する観測・調査・解析・
予報に関わり、観測による気象資料を用いた気象解析、解析結果による予測手法の確立
及びシステム化まで一環して実施することが可能である。また、全国に支社・支店が密に
配置されているため、地域の気象特性を熟知・理解し、地域に密着した気象予報・解析を
行うことができるとともに５０年の歴史を有していることから予測データが信頼できる唯一
の機関である。よって、本業務の実施にあたっては、当業務を唯一遂行できる上記（財）
日本気象協会と会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の
規定により、随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
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3947 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７二瀬ダム管理施設保全業
務

大嶋光男　二瀬ダム管理所　埼玉県秩父
市大滝３８７５－１

2005年04月01日 46,200,000

　本業務の遂行にあたっては、建設事業全般に精通することはもとより公共事業の公正
な執行と信頼性確保の観点から業務上知り得た情報の守秘、業務上接触あるのある関
係住民、工事関係者等に対する中立・公平性及び信頼性の確保が不可欠である。
　社団法人関東建設弘済会は、長年の間、建設事業に関与した経験と取得した技術を生
かし、国土建設事業の円滑な遂行に側面から協力することを目的に設立された法人であ
り、ダム管理に精通した技術者並びに建設工事及び施工に関する豊富な経験と専門知
識を有する優れた技術者が多く、卓越した技術力を有している。また、その立場上営利を
目的とせず公平性、守秘義務が保てる信頼のおける機関であり、過去の実績を考慮した
場合、本業務を円滑かつ正確に遂行できる唯一の社団法人であることから本業務を委託
することが も適切である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3948 （社）関東建設弘済会 清掃賄業務委託
大嶋光男　二瀬ダム管理所　埼玉県秩父
市大滝３８７５－１

2005年04月01日 3,360,000

　本業務の履行に当たっては、合宿所の適正な管理だけではなく、防犯対策等の面も含
め近隣住民との良好な関係を保つことは必要不可欠である。また、入居職員との関係に
おいて個人のプライバシーや職員が従事する業務内容に触れる機会も多く、秩序保持に
細心の注意を払う必要がある。本履行場所は、二瀬ダム付近にある数世帯により形成さ
れている集落に所在し、地域的には山間部であり人口も少なく集落の点在する交通不便
な場所である。このような地域特性から業務を履行するための上記要件を満たす経験豊
富で信頼性のある者を確保することは困難である。
　上記法人は、建設事業の円滑な推進を図ることにより、地域社会及び国土の健全な発
展に寄与する目的で設立された公益法人である。また、厚生福祉に関する業務を行うこと
を目的の一つとしており、この業務の目的と意義を十分理解しており、これまでも同種の
業務を行ってきた実績があり信頼性を有しきめ細かな体制を整えている 適な法人であ
る。　                                             よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号の規定により、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3949 （財）河川環境管理財団
平成１７年度堤防除草における
刈草の処理・処分方策検討業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年11月22日 17,850,000

　本業務遂行にあたっては、河川環境の保全と堤防管理を熟知していること、全国的な堤
防管理の変遷や堤防植生状況、植生における治水・環境への影響、現場事務所における
処理処分の現状及び動向を見極める豊富な経験、総合的な技術力及び行政的な判断力
を有することが必要である。
　財団法人　河川環境管理財団は、「人と自然が共生できる河川環境、河川の維持管理
について、治水機能の維持、環境保全、地域特性等総合的な視点」で調査研究を進めて
おり、「堤防除草刈草処理検討業務」、「堤防植生の特性と堤防植生管理計画検討業
務」、「河川の堤防植生維持管理に関する検討業務」など、河川の堤防植生及び維持管
理に関して高度な知識と豊富な経験を有している。
　また、今年度から今後の堤防管理手法の基礎となる「堤防植生管理手法検討会」（仮
称）に携わることから本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関であ
る。適用法令「会計法第２９条の３第４項」及び「予決令第１０２条の４弟３号」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行(H19年
度以降、総合評価による一般競
争に移行)

3950 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　ダイオキシン類調
査精度管理検討業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年10月28日 3,360,000

本業務は、国や県などが行う毒性物質の観点からの河川水質管理（測定データの精度管
理）に必要な技術的なマニュアルを検討・作成するために現場においてモデル的に検証を
行う業務であり、判断の中立性・公平性が特に求められるものである。また、その現場に
おける精度管理を確保するための検証のためには当財団がこれまでの研究の継続の中
で蓄積してきた当財団のみが所有する全国様々な水系の約500地点の測定データの蓄
積である「微量化学物質データベース」が必要。さらに、本業務の実施に当たっては、水
環境改善に関する豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、
様々な分野の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要。
従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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3951 （財）河川情報センター
平成１７年度河川関係報道情報
提供業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年04月01日 28,875,000

本業務の遂行に当たっては、行政的な視野に立った高度で広範囲な知識を有することと
併せて、河川・流域情報及び関連情報分野の専門的な知識を有し、情報の蓄積・提供を
統一的に実施できることが不可欠である。財団法人河川情報センターは、河川・流域情報
の収集、処理、加工、解析及び提供に関する調査研究及び技術開発を行うことにより、そ
の成果を広く国民社会に活用し、もって、水災害による被災の軽減並びに河川の適正な
管理及び利用の増進に資することを目的に設立された団体である。これまでにも多くの河
川や流域情報及び関連情報の収集、処理、加工、解析及び提供を行っており、報道情報
の専門的・行政的な分析を高度かつ的確に判断ができうる唯一の契約対象である。適用
法令「会計法第２９条の３第４項」及び「予決令第１０２条の４台３号」 その他のもの

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないものと
したもの

3952 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度　鋼製橋脚隅角部
疲労損傷調査検討業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年07月06日 8,820,000

業務の遂行にあたっては、鋼道路橋の損傷に関する高度な専門知識を有しているととも
に、各橋脚の工場製作過程を考慮した調査及び補修補強工法の検討を行うことから、鋼
製橋脚に関する技術的知見に加えて公平な立場で幅広い経験が必要とされる。財団法
人 海洋架橋・橋梁調査会は、「海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境その他
の問題についての調査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることに
よって、国民生活の発達と国民生活の向上に寄与する」ことを目的として平成１６年に発
足した組織である。また、平成１６年度に関東地方整備局において、「鋼製橋脚隅角部疲
労損傷調査検討業務」に携わり、対象橋脚の疲労損傷について熟知していることから、財
団法人 海洋架橋・橋梁調査会は、本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約
対象機関である。適用法令「会計法第２９条の３第４項」及び「予決令第１０２条の４第３号

問題があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3953 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度　管内橋梁補修他
検討業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年09月14日 70,350,000

当事務所では２７２橋の橋梁を管理しており、これらの橋梁の延命化を図るために適切な
管理を行っていく必要がある。そのためには、現在の橋梁の損傷状況を橋梁点検により
正確に把握し、橋の状態を検査するとともに、これら結果を適切に管理する必要が生じて
いる。
　本業務は、こうした社会的要請に対応して適切かつ効率的な橋梁管理を行うことを目的
に、各種橋梁点検計画（案）の策定、橋梁点検者に対する教育・指導、対策区分の判定
等の検査や補修・補強方法の提案を行うとともに、これらの記録を一元的に管理する橋
梁管理カルテの作成等を行うものである。
　本業務の遂行にあたっては、道路橋の調査、設計、施工、点検手法・検査技術、補修・
補強方法等、橋梁に関する総合的かつ高度な知識と豊富な経験を有していることが必要
である。また、検査に際しては、補修等の時期を判定することから、橋梁に関する技術的
知見に加えて行政的知見も必要であり、公平中立の立場の者が行う必要がある。
　（財）海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境その
他の問題についての調査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ること
によって国民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを目的とした財団で、道路橋
の保全に関する高度な技術と豊富な実績を有する（財）道路保全技術センターの橋梁部
門を平成１６年度に移管し発足した組織であることから、道路橋に係わる調査・管理業務
の高度な知識・技術・情報と豊富な経験を有する唯一の公益法人であり、本業務に必要
な上記能力を有する者は、（財）海洋架橋・橋梁調査会をおいて他にない。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、財団法人海洋架橋・橋梁調査会と随意契約を行うものである。

問題があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3954 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度　橋梁点検に関する
検討業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2006年01月30日 20,475,000

　本業務の遂行にあたっては、道路橋の点検手法および補修・補強等に関する総合的か
つ高度な知識と豊富な経験を有していることが不可欠である。また、効率的な橋梁点検に
際しては、補修等の時期を判定・評価することから、橋梁に関する技術的知見に加えて行
政的知見も必要であり、公平中立の立場の者が行う必要がある。財団法人海洋架橋・橋
梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境その他の問題について
の調査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることによって、国民経
済の発達と国民生活の向上に寄与することを目的とした財団で、道路橋に係わる調査・
管理業務の高度な技術と豊富な経験を有する公益法人であり、本業務を遂行するに必要
な要件を備えた唯一の契約対象機関である。適用法令「会計法第２９条の３第４項」及び
「予決令第１０２条の４第３号」

問題があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
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契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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3955 （財）建設技術研究所
平成１７年度　大規模災害時の
復旧支援検討業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年12月16日 38,010,000

本業務の遂行にあたっては、「各種災害」に対する高度で広範な専門知識を有すると共
に、危機管理対策立案や被災予測等に精通し、短時間・早期に陸上・水上・空路を含め
た包括的な緊急輸送網の確保を図るため、公正・中立な立場で技術的な評価が可能であ
ることが必要である。財団法人建設技術研究所は、建設に関する技術及び事業の調査研
究を行い、これらの改善進歩に寄与することを目的として設立された財団であり、各種災
害に対する知見を蓄積し、緊急時業務の手順書作成や防災計画、災害時の技術支援な
ど防災に関する豊富な経験を有し、災害に対する危機管理対策立案に精通している。ま
た、「兵庫県南部地震における工作物の被害形態等に関する調査」、「地震・洪水・地すべ
りなどに対する土木施設及び都市の災害防止対策等に関する検討」等を実施するととも
に「各種防災セミナー」を開催し技術者を養成するなど、本業務の目的である大規模災害
時における被災予測手法等に精通していると共に河川・道路等複数の分野にまたがる各
種工作物の被災に関し、総合的かつ専門的知識を有しており、行政的な見地から各種対
策手法について公正中立な評価が可能であることから、本業務を遂行するに必要な要件
を備えた唯一の契約対象機関である。適用法令「会計法第２９条の３第４項」及び「予決
令第１０２条の４第３号」

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

3956 （財）国土技術研究センター
平成１７年度　水防作業の効率
的な推進に関する技術検討業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2006年01月31日 11,550,000

本業務の遂行にあたっては、現地での水防作業等について全国的な視野からの情報収
集が不可欠であると共に、新たな水防対策手法並びに資材等についての技術的判断能
力及び水防の効果的な展開に関する広範な知識を有し、かつ水防管理団体等との情報
交換においても高度な行政的判断のもとに、公正・中立な観点から評価することが必要不
可欠である。上記財団法人は、国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を
総合的、かつ、効果的に行うとともに、新しい建設技術の活用と普及を行うことを事業目
的とし、多領域にわたる新しい建設技術等の開発及び実用化に関する調査研究並びに
普及の一環として「水防体制・活動改善」や「水災防止体制の整備」に関する提言、「堤防
決壊部緊急復旧工法マニュアル」、「目で見る水防工法」の発刊等水防技術に関する多く
の実績を有すると共に、民間開発技術の審査証明等に携わっており、水防並びに行政面
に精通した技術者を多数有していることから本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯
一の契約対象機関である。適用法令「会計法第２９条の３第４項」及び「予決令第１０２条
の４第３号」

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

3957 （財）先端建設技術センター
平成１７年度新技術活用検討業
務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年06月21日 35,175,000

本業務の遂行にあたっては、これまでの「公共事業における技術活用システム」について
熟知していること、民間開発における先端技術や新技術に関する動向及び専門的知識を
有しているとともに評価対象となる新技術を公平且つ中立な立場で客観的に評価できる
ことが必要がある。財団法人先端建設技術センターは、先端建設技術の調査研究・開発
及び普及を図ることにより、国土基盤整備の推進をもって国民生活の安定と向上に資す
ることを目的に設立された財団である。当該センターは、これまで先端建設技術及び高度
な技術の調査研究・開発及び普及に努めてきており、また新技術開発及び民間開発先端
建設技術の審査・証明を発行し、公平・中立で客観的な立場から評価を遂行してきてい
る。
　さらに過年度から「技術活用システムによる新技術の事前事後評価等調査検討」「技術
活用評価・促進に関する検討」「施工新技術評価検討・技術評価手法に関する検討」等の
業務を遂行するなど新技術に対する豊富な情報と経験及び高度で専門的な知識を有して
おりさらに平成１０年度に立ち上げ運用された「公共事業における技術活用システム」を
継続して業務を担当してきた実績もあり、業務の円滑・新技術としての施策の適切な判断
及び公平・中立で客観的に評価できることから、唯一の契約対象機関である。適用法令
「会計法第２９条の３第４項」及び「予決令第１０２条の４第３号」

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

3958 （財）土木研究センター
平成１７年度　長寿命・高耐蝕性
塗料追跡調査

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年12月22日 3,360,000

　本業務の遂行にあたっては、長寿命・高耐蝕性塗料の統一的で同一視点にたった長期
間に渡る評価を行うため、公平性・中立性の確保が特に求められ、塗装塗膜診断に関す
る高度な知識と豊富な経験が必要となる。　財団法人土木研究センターは、土木に関す
る調査、試験および研究の促進に努めるとともに、その成果の普及並びに国際技術協力
の推進を図り、もって国土建設事業の発展向上に寄与することを目的として設立された公
益法人である。また、土木系材料に関する建設技術審査事業の審査証明機関として中
立・公平な立場で塗料等を含む材料の評価を実施し、高耐久性塗装追跡調査要領（案）
の作成に携わるなど、塗料・塗膜診断に関する高度な知識と豊富な経験を有する唯一の
契約対象機関である。適用法令「会計法第２９条の３第４項」及び「予決令第１０２条の４
第３号」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
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量
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3959 （財）道路環境研究所
平成１７年度道路壁面緑化導入
検討業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年11月02日 8,032,500

本業務の遂行にあたっては、道路整備が沿道環境に与える影響等について高度な知識
と豊富な経験を有しているとともに、手引きの作成に際しては景観に配慮した上で中立公
平な立場からの検討に関する知見及び経験が求められる。財団法人道路環境研究所
は、地球環境及び自然環境と調和し、生活環境と両立する良好な道路環境を確保するた
めの諸方策を総合的、科学的に調査研究すること等により、道路及び道路交通の健全な
発展に貢献して国民経済の発展と国民生活の向上に寄　与することを目的として設立さ
れた公益法人である。これまでにも、国道４３号の沿道環境改善策（緑地帯整備等）の対
策効果に関する分析・評価や、道路壁面緑化技術に関する検討委員会における道路壁
面の環境改善効果検証を実施し、道路整備が沿道環境に与える影響等について高度な
知識と豊富な経験を有しているとともに、中立公平な視点に立った各種景観関連指針（道
路デザイン指針等）のとりまとめを行っており、道路壁面緑化に関する調査・検討内容に
ついても詳細に熟知していることから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の
契約対象機関である。適用法令「会計法第２９条の３第４項」及び「予決令第１０２条の４
第３号」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3960 （財）道路新産業開発機構
平成１７年度ＩＴＳ技術を活用した
道路管理支援検討業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年11月24日 19,530,000

本業務の遂行にあたっては、ＩＴＳに活用される各種要素技術の開発に関する高度な知識
と豊富な経験を有しているとともに、冬季道路管理における凍結防止剤散布作業などへ
のＩＴＳ技術活用・評価を行うことから中立公平な立場からの検討に関する　知見及び経験
が求められている。
財団法人道路新産業開発機構は、道路に関連する新しい産業分野について調査研究
を行うとともに、その開発プログラムを策定すること等により、道路機能の健全な発　展と
道路整備の拡充に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目
的として設立された公益法人である。　これまでにも、ＩＴＳを構成する光通信網やセンシン
グ技術等の開発に関する研究　に取り組み、ＩＴＳ技術に活用される要素技術の開発に関
する高度な知識と豊富な経験を有しているとともに、多様なＩＴＳサービス展開の基盤とな
るスマートウェイの実現に向けた取り組みとして、道路に関する新技術、システムやサー
ビス等の提案を広く受け付ける場となる「スマートウェイパートナー会議」を設置するなど、
本業務を遂行するのに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。適用法令「会計
法第２９条の３第４項」及び「予決令第１０２条の４第３号」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3961 （財）道路保全技術センター
平成１７年度低騒音舗装機能測
定車検定作業

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年05月09日 1,785,000

本作業の遂行にあたっては、低騒音舗装における機能・構造、 新の技術動向や問題点
など、高度な知識と豊富な経験が必要であるとともに、路面反射音測定及び特殊タイヤ音
測定について、その測定方法や舗装性能評価、並びに測定機器の検定方法、計測条件
の初期設定や整合などに精通・熟知した詳細な知識が不可欠で、また、現場測定データ
の管理や信頼性は性能評価に直接影響するため、行政的視野にたった公平性・中立性
が要求される。　財団法人道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研
究、開発等に関する事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道
路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的に設立され、こ
れまでにも関東地方整備局において「排水性舗装性能調査検討」「低騒音舗装維持清掃
方法の検討業務」「舗装の性能規定発注方式等に関する調査検討及び性能評価業務」な
どに携わり、低騒音(排水性)舗装における維持管理の現状や、問題点などに関する高度
な知識と豊富な経験を有している。また、関東地方整備局より性能規定発注方式に関わ
る性能評価審査機関に指定されており、本作業を遂行するのに必要な要件を備えた唯一
の契約対象機関である。適用法令「会計法第２９条の３第４項」及び「予決令第１０２条の
４第３号」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3962 （財）道路保全技術センター
平成１７年度路面下空洞探査技
術開発検討業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年10月28日 8,190,000

　本業務の遂行にあたっては、多配列地中レーダやＧＰＳ、データ処理装置等を装備した
路面下空洞探査専用の道路調査車をはじめ、ドーロスコープなどの特殊な探査機器を用
いた調査・解析手法等について、専門的な技術及び知識や情報を必要とし、更に新たな
探査技術の検討及び検証には、これまで蓄積されたデータ情報を基に総合的に解析し、
路面下空洞の特定を行うという極めて高度な技術と経験が必要不可欠である。財団法人
道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、道路保全に関するシステ
ムの開発整備などを業務とし、路面下空洞探査システムの開発に携わっており、当該業
務に不可欠な車両及び機器を用いた実用的、効率的な調査・解析手法の確立とその運
用基準の整備を行うなど道路保全技術に関する先進的な知識及び経験を有している。ま
た空洞柱状図の写真撮影についての特許を取得し、分析・診断等の技術を有しており、
本業務を遂行するに必要な高度な技術と経験を有する唯一の対象機関である。適用法
令「会計法第２９条の３第４項」及び「予決令第１０２条の４第３号」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
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3963 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路応急対策に
関する検討業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2006年01月25日 11,550,000

本業務の遂行にあたっては、道路防災や道路管理に対する多くの知識、情報を有してい
ると共に、新たな防災対策手法並びに資材等について公正・中立かつ適切な技術的判断
が必要であり、さらに道路防災担当者との検討会等についても行政的判断のもとに、公
正・中立な立場で検討並びに評価を実施することが必要不可欠である。財団法人道路保
全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究及び開発、技術の指導、情報の
収集整理及び提供等を事業目的とし、道路防災点検要領並びに対応マニュアル（案）の
作成や道路災害マニュアルの映像化、危険箇所の点検方法・対策工法の検討、災害発
生の予知に関する研究など道路防災管理技術に関する多くの実績を有すると共に、民間
開発技術の技術審査等に携わっており、道路防災並びに行政面に精通した技術者を多
数有していることから本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関であ
る。適用法令「会計法第２９条の３第４項」及び「予決令第１０２条の４第３号」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3964 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　環境舗装公募技
術のフィールド実験調査検討業
務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年06月27日 50,190,000

　本業務の遂行に当たり、道路舗装の構造及び性状調査に関する幅広い知識と経験を
有することが不可欠であり､また収集した各データを効率良く解析する能力が必要である
ことから、舗装に関する技術的知見が必要で、加え行政的知見も必要であり公平中立の
立場の者が行う必要がある。
　財団法人道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関す
る事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円
滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的に設立された財団であり、これまで
に環境舗装に関する総合的な調査･試験業務に携わってきた唯一の機関である。
　また、本業務に発足時より従事しており､その主旨及び課題を熟知している。以上のこと
から、本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。適用法令
「会計法第２９条の３第４項」及び「予決令第１０２条の４第３号」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3965 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　排水性舗装性能
調査検討業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年07月04日 52,500,000

　本業務の遂行にあたっては、排水性舗装の機能･構造、 新の技術動向や問題点など
に関する高度な知識と豊富な経験を有し、排水性舗装の機能測定､性能の評価等に対し
て詳細に熟知していると共に、その評価にあたり公正中立の立場の者が行う必要があ
る。
財団法人 道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関す
る事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円
滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的に設立された財団である。　これま
でにも関東地方整備局において唯一「排水性舗装性能評価検討業務」などに携わり、排
水性舗装の現状や問題点などに関する高度な知識と豊富な経験を有し、関東地方整備
局より排水性舗装の第三者評価機関に指定されている。
以上のことから、本業務を遂行するのに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関であ
る。適用法令「会計法第２９条の３第４項」及び「予決令第１０２条の４第３号」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3966 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路管理マネジメ
ントに関する検討業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年10月07日 29,400,000

　本業務の遂行にあたっては、道路管理データベースや舗装管理システム等による関東
地整管内の道路状況を十分理解している必要があり、道路の維持管理に関する極めて
高度な知識と経験が求められるとともに、今後の道路管理のあり方に関連することから、
道路管理者の視野に立った行政的な知見と公平性が必要不可欠である。
　財団法人道路保全技術センターは、「道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関
する事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と
円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与すること」を目的として設立され、これまでに、舗
装管理システムの構築や舗装のマネジメント技術、道路アセットマネジメントの検討に取り
組んでおり、道路行政に精通した技術者を有し、本業務を遂行するに必要な、高度な知
識と経験を有する唯一の契約対象機関である。適用法令「会計法第２９条の３第４項」及
び「予決令第１０２条の４第３号」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入
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3967 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路舗装管理に
関する検討業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2006年01月31日 14,910,000

　関東地方整備局では約２，４００kmの道路を管理しており、維持管理費の縮減が求めら
れるなか、常に道路の安全かつ円滑な道路交通を確保することが必要となる。　道路舗
装においても、路面状況を把握し計画的な維持修繕をいかに的確に行うかが重要な課題
となっている。
　　本業務は、関東地方整備局が管理する道路舗装の効率的かつ計画的な維持管理を
支援するため、平成１７年度に得られる各種舗装データを基に、関東地方整備局全体並
びに各事務所毎の路面性状を公平中立な立場で精査・検証し、将来推計を行うとともに
維持修繕推計資料の作成を行うものである。
　　本業務の遂行にあたっては、路面性状の将来推計という道路舗装に関する極めて高
度な知識と豊富な経験を有し、予測値を含めた「舗装管理支援システム」のシステム構
成、管理運営方法等について詳細に熟知しているとともに行政的知見が不可欠である。
　　財団法人道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関
する事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と
円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的に設立された公益法人である。
　　これまでにも関東地方整備局管内において、舗装データ情報の蓄積や道路施設情報
のＭＩＣＨＩへの初期整備を実施しているほか、道路施設の点検等に関する各種マニュア
ルの整備の検討を実施するなど、道路施設管理に関する高度な知識と豊富な経験　及び
行政的知見を有している。
　　また、ＭＩＣＨＩの基幹システム、舗装管理支援システム及びデータ入力、更新システム
を唯一保有しており、本業務を遂行に必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。

18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わな
いもの

－

3968 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路管理のあり方
および管理手法等に関する検討
業

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2006年01月31日 76,965,000

　　本業務の遂行にあたっては、道路構造物の維持管理に関する専門的かつ高度な保全
技術の知識と経験を求められるとともに、今後の道路管理のあり方に関連することから、
道路管理者の視野に立った技術的・行政的な知見と中立・公平性が必要不可欠である。
　　財団法人 道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査・研究、技術開
発、システム開発整備、技術の指導及び情報の収集・整理・提供を行うことにより、効率
的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民
生活の向上に寄与することを目的として設立された公益法人である。また、道路保全に精
通した技術者を多数有しているとともに、アセットマネジメントに関する検討や各種道路構
造物の点検要領を作成している。さらに、道路保全に関する民間技術の審査を実施する
等、民間コンサルタントにはない道路施設の維持管理に関する総合的で高度な専門知識
と経験を有する唯一の契約対象機関である。適用法令「会計法第２９条の３第４項」及び
「予決令第１０２条の４第３号」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3969
（財）日本建設情報総合セ
ンター

平成１７年度情報システムを利用
した資機材管理手法検討業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2006年01月27日 6,384,000

本業務の遂行にあたっては、ＩＣタグなど新たな情報管理技術や建設情報のシステム設
計、建設分野における資機材の流通に関し、総合的かつ高度な知識と豊富な経験を有し
ているとともに、情報システムに必要な機器、ソフトウェアに関する専門的な技術力に加
え、建設事業全体に有益となる建設情報システムの構築に際し、中立公平な行政的見地
に立った検討が求められる。
財団法人日本建設情報総合センターは、建設事業の円滑な執行に資する情報システム
の調査研究を行い、建設事業の効率化を図り、もって国民生活の高度化及び経済の活性
化に資することを目的として設立された公益法人である。また、建設情報システムのシス
テム設計に関する調査研究、建設情報システムに必要なソフトウェアに関する調査研究
などを業務とし、工事・測量調査設計業務の実績情報や建設情報標準化に関する研究開
発を行うなど建設情報システムに関する高度な知識と技術及び経験を有しており、本業
務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。適用法令「会計法第２
９条の３第４項」及び「予決令第１０２条の４第３号」

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入

3970
（財）日本建設情報総合セ
ンター

平成１７年度関東地方整備局電
子納品・保管管理システム導入
業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2006年02月06日 3,675,000

本業務の実施にあたっては、電子納品全般に関する専門的な知識が必要であるととも
に、電子納品・保管管理システムの設定変更等を行うために本システムについて熟知し
ている必要がある。
またＴＲＡＢＩＳとの連携を図るためのプログラムソースの修正を行うためには、システムの
詳細を把握している必要があり、更に両システムの瑕疵対応等責任の所在を明確化して
おくことにより、例えシステムに不具合が生じても早急に復旧し、業務運営への支障を
小限にとどめることが求められる。
財団法人日本建設情報総合センターは、情報技術の活用による建設サービスの向上を
目指して設立された財団であり、電子納品・保管管理システム及びＴＲＡＢＩＳの構想・開発
段階から設計・プログラムに至る全作業を一貫して当該法人が手がけており、本システム
の設定変更及びシステムインストール、動作確認・調整、ＴＲＡＢＩＳとの連携設定及び調
整を適切に実行できる唯一の契約対象機関である。適用法令「会計法第２９条の３第４
項」及び「予決令第１０２条の４第３号」

見直しの余地があるもの
一般競争等に移行することとし
たもの

公募手続きを導入
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3971 （社）ダム・堰施設技術協会
平成１７年度ゲート点検・整備に
おける技術支援検討業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年11月07日 17,640,000

本業務は、ｹﾞｰﾄ設備を故障なく維持管理するため,適切で統一された保守管理の技術支
援についてシステム設計を行うとともに,マニュアルを作成するものであり、ゲート設備に
係わる技術基準やその策定経緯に精通する等多くの知識と高度な技術力が必要である。
また本業務の実施にあたっては、ゲート設備に関する広範な情報を必要とするが、これら
のデータを体系的に保有し収集する必要がある。さらにマニュアル化にあたっては、特定
の技術や企業からは異なる公平かつ中立な立場での実施が必要不可欠である。上記の
条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４
第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続を導入

3972 （社）関東建設弘済会
平成１７年度建設技術展示館管
理運営業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年04月01日 58,800,000

  　建設技術展示館に展示されている技術は、国、自治体、業団体および民間からの出
展技術となり分野も多岐にわたることから、展示技術の説明にあたっては、幅広い知識と
公平性・中立性が強く求められる。
　また展示館来館者は公共、民間の技術者、市民および学生と幅が広く、これらの来館
者に対し分かりやすく説明するためには、建設行政に精通し、建設技術および広報に関し
て高度で専門的な知識が不可欠である。
　社団法人関東建設弘済会は建設事業の円滑な推進を図ることにより国土の健全な発
展に寄与することを目的として設立された団体であり、建設技術に関し幅広い知識を有
し、また国土交通省の各種事業の啓蒙・広報を実施しており、事業広報に関し他にはない
専門的な知識と豊富な経験を有していると判断できるものであり、唯一の契約対象であ
る。適用法令「会計法第２９条の３第４項」及び「予決令第１０２条の４第３号」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3973 （社）関東建設弘済会
平成１７年度清掃及び賄い業務
（大金平寮）

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年04月01日 3,339,000

　本業務を実施するにあたっては、その性格上自ずと行政的な機密を要する書類や会話
等を目にしたりする機会も考えられることより、業務上知り得た情報は外部へ遺漏するこ
とのないよう、十二分に配慮しなければならない。
  上記法人は建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与することを目的に、
昭和４１年に設立された公益法人であり、当整備局管内に多くの出先機関を有し、設立当
初より建設事業をはじめ、寮等の厚生福祉事業等に関する業務も数多く実施しており、信
頼と実績を有している。
  本業務を委託するに際し、業務の円滑な執行を図るためには、寮生と信頼関係が十分
築かれ、法人としての特徴である営利を目的とせず公平性を保てる機関、加えて建設行
政を理解し信頼と十分な経験及びきめ細やかな人材を有している機関との契約が も妥
当である。適用法令「会計法第２９条の３第４項」及び「予決令第１０２条の４第３号」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3974 （社）関東建設弘済会
平成１７年度新技術活用支援補
助業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年04月01日 43,050,000

 　本業務は、民間企業等で開発された多くの技術の中から現場条件に合った技術を選定
するものであり、その遂行に当っては公平性・中立性が強く求められる。
　また、現場における様々な問題を解決するために従来技術と比較のうえ新技術を活用
するものであり、従来及び新しい建設技術に関する幅広く、かつ専門的な知識が不可欠
であり、加えて積算及び施工管理に関して精通している必要がある。
  社団法人関東建設弘済会は、建設事業の円滑な推進に資することにより国土の健全な
発展に寄与することを目的として設立された団体であり、関東地方整備局の発注する各
種工事の積算補助、現場技術業務等に豊富な経験を有しており、これらの工事で用いら
れる新技術に関する活用事例、適用性及び活用効果を十分熟知している。
　故に、様々な分野の建設技術及び積算・施工管理に関しては他にはない高度で専門的
な知識と豊富な人材を擁していると判断できるものであり、唯一の契約対象機関である。
適用法令「会計法第２９条の３第４項」及び「予決令第１０２条の４第３号」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)

3975 （社）関東建設弘済会
平成１７年度技術開発相談補助
業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年04月01日 14,175,000

  本業務は、民間企業等で開発された多くの技術を扱う業務であり、その遂行にあたって
は公平性・中立性が強く求められる。
　また、企業より提出される技術資料について、ＮＥＴＩＳ登録の観点から技術内容や活用
実績等の確認の必要があるため、建設技術に関する幅広く、かつ専門的な知識が不可
欠であり、加えて積算及び施工管理に関して精通している必要がある。
　社団法人関東建設弘済会は建設事業の円滑な推進を図ることにより国土の健全な発
展に寄与することを目的として設立された団体であり、関東地方整備局の発注する各種
工事の積算補助、現場技術業務等に豊富な経験がある。
　故に、様々な分野の建設技術及び積算・施工管理に関して他にはない高度で専門的な
知識と豊富な人材を擁していると判断できるものであり、唯一の契約対象である。適用法
令「会計法第２９条の３第４項」及び「予決令第１０２条の４第３号」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの(18年度から一般競争
入札等に移行)
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3976 （社）道路緑化保全協会
平成１７年度道路緑化マネジメン
トに関する検討業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年12月22日 13,650,000

　本業務の遂行にあたっては、道路緑化の推進に関する高度な知識や道路緑地による環
境保全や道路緑地管理に関する豊富な知識及び経験を有しているとともに、道路緑地に
よる環境負荷軽減効果や効率的な緑地管理のあり方など行政的見地からの知見に加
え、道路緑化マネジメントに求められる行政的な公平性や中立性が求められる。
　社団法人道路緑化保全協会は、道路と環境との調和を考究し、道路に関する緑化の推
進と緑地の保全を通じて、良好な道路環境の創造を図り、もって健全で文化的な国民生
活の向上に寄与することを目的として設立された公益法人である。
　これまでにも植樹帯などの計画・設計に関する調査検討や緑化に関する設計マニュア
ルの作成などに取り組み、緑化の推進に関する高度な知識と豊富な経験を有していると
ともに、地球温暖化防止や大気浄化、緑地管理の省力化・効率化に関する調査研究を行
うなど、行政的な公平性や中立性を保持・発揮して業務を実施してきていることから、本業
務を遂行するのに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。適用法令「会計法第
２９条の３第４項」及び「予決令第１０２条の４第３号」

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

公募手続を導入

3977 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度低騒音舗装の機能
維持装置検討業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年08月25日 31,500,000

   本業務の遂行にあたっては、現存する低騒音舗装機能回復車や路面清掃車の機械構
造、機能回復効果、作業状況などについて熟知しているとともに、低騒音舗装における機
能及び舗装構成、 新の技術動向や問題点など、機能回復作業や清掃作業、舗装技術
に関する高度な知識や豊富な経験が不可欠である。また、機能維持装置の標準製作仕
様の公開にあたり、性能評価や低騒音舗装の機能維持効果に直接影響するので、行政
的視野にたった公平性・中立性が求められる。
　社団法人日本建設機械化協会は、建設事業の機械化を推進し、もって国土開発と経済
発展に寄与することを目的として設立され、機械化施工の調査研究、建設機械の調査研
究及び改良などの事業を行っている公益法人である。同法人は、建設機械に関する評
定・認定や、機械化施工に関する技術審査証明事業などを担い、低騒音舗装の機能回復
をはじめ、機能維持や路面清掃の技術、各種清掃車の構造・特性などに関する高度な知
識と豊富な経験を有しており、本業務を遂行するのに必要な要件を備えた唯一の契約対
象機関である。適用法令「会計法第２９条の３第４項」及び「予決令第１０２条の４第３号」

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3978 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度情報化施工の施工
管理に関する検討業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年10月18日 19,425,000

　 本業務の遂行にあたっては、電子情報技術はもとより建設分野における情報化施工の
導入に関し極めて高度な知識と経験を必要とし、道路建設用機械と検討試験に用いる情
報化機器との細部にわたる綿密なシステム構築・調整が行える技術力を有し、更に情報
化施工における盛土の締固め管理に関する検討内容について、専門的な技術及び知識
が必要不可欠である。また、施工管理要領（案）の策定に際しては中立公平な行政的見
地に立った検討が求められる。
  社団法人日本建設機械化協会は、建設事業の機械化を推進し、もって国土開発と経済
発展に寄与することを目的として設立された公益法人である。同法人は、建設機械化の
推進及び普及、機械化施工の調査研究、建設機械の調査研究及び改良などを業務とし、
情報化施工の方向性や推進施策など情報化施工に関する高度な知識と技術及び経験を
有しており、本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。適用
法令「会計法第２９条の３第４項」及び「予決令第１０２条の４第３号」

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3979 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度塵埃の可搬式分別
装置の技術検討業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年11月01日 11,025,000

   　本業務の遂行にあたっては、可搬式塵埃分別装置の製作仕様の公開を行うことか
ら、行政的見地に立った中立性・公平性が求められる。また、建設現場で使用されている
分別機の構造や性能、作業状況及び路面清掃の実態などについて熟知しているととも
に、効率の良い分別処理方式、機械運転時における環境対策等について高度な技術と
経験を必要とし、更に路面清掃塵埃の機械分別に対応できる専門的な知識が必要不可
欠である。
  　　社団法人日本建設機械化協会は、建設事業の機械化を推進し、もって国土開発と経
済発展に寄与することを目的として設立された公益法人である。
　　　同法人は、建設機械化の推進及び普及、機械化施工の調査研究、建設機械の調査
研究及び改良などを業務とし、中立公平な視点に立ち建設機械に関する評定・認定事業
などを行っている。また、路面清掃の形態や発生塵埃の性状、建設現場での分別施工、
粘性土や枯葉等有機物の分離、スクリーンの目詰まり対策、防音防振・防塵対策など、
機械分別処理の特性や総合的な技術に関する高度な知識と豊富な経験を有しており、本
業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。適用法令「会計法第
２９条の３第４項」及び「予決令第１０２条の４第３号」

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

3980 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度建設機械施工の安
全対策等検討業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2006年01月20日 34,125,000

   本業務の遂行にあたっては、建設機械施工や事故防止対策、オペレータにおける
ヒューマンエラーなど施工の安全に関し総合的かつ高度な知識と豊富な経験を有してい
るとともに、事故防止機能・装置など専門的な技術力に加え、建設機械等による工事事故
の分析や安全施工の方策・評価に際し、中立公平な行政的見地に立った検討が求めら
れる。
  　　社団法人日本建設機械化協会は、建設事業の機械化を推進し、もって国土開発と経
済発展に寄与することを目的として設立された公益法人である。また、建設機械化の推進
及び普及、機械化施工の調査研究、建設機械の調査研究及び改良などを業務とし、機械
化施工の安全に関する各種技術指針等の整備を検討するなど建設機械施工の安全に関
する高度な知識と技術及び経験を有しており、本業務を遂行するに必要な要件を備えた
唯一の契約対象機関である。会計法第２９条の３第４項」及び「予決令第１０２条の４第３
号」

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入
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3981 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度建設工事における
機械化施工実態調査検討業務

渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2006年01月30日 5,985,000

 本業務の遂行にあたっては、建設機械の型式はもとより施工形態や適合燃料、環境対
策に関し、総合的かつ高度な知識と豊富な経験を有しているとともに、建設機械に関連す
る 先端の技術、建設機械の燃料に関する研究など専門的な技術力に加え、建設機械
の機種・状態、機械の使用方法、燃料などの分析やそれらの評価に際し、中立公平な行
政的見地に立った検討が求められる。
　　社団法人日本建設機械化協会は、建設事業の機械化を推進し、もって国土開発と経
済発展に寄与することを目的として設立された公益法人である。また、建設機械化に関す
る試験研究、機械化施工の調査研究、建設機械の調査研究及び改良などを業務とし、建
設施工の形態分析や排ガス対策型エンジンの評定を行うなど、建設工事における機械化
施工の実態に関し高度な知識と技術及び経験を有しており、本業務を遂行するに必要な
要件を備えた唯一の契約対象機関である。適用法令」及び「予決令第１０２条の４第３号」

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行

3982 東京電力（株） 電気料（４月分）
渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年05月20日 1,277,258

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3983 東京電力（株） 電気料（６月分）
渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年07月19日 1,279,869

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3984 東京電力（株） 電気料（７月分）
渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年08月22日 1,417,160

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3985 東京電力（株） 電気料（８月分）
渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年09月16日 1,564,264

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3986 東京電力（株） 電気料（９月分）
渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年10月21日 1,491,547

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3987 東京電力（株） 電気料（１０月分）
渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年11月28日 1,230,367

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3988 東京電力（株） 電気料（１１月分）
渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年12月19日 1,251,142

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3989 東京電力（株） 電気料（１２月分）
渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2006年01月23日 1,411,761

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3990 東京電力（株） 電気料（１月分）
渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2006年02月08日 1,489,848

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3991 東京電力（株） 電気料（５月分）
渡辺和弘　関東技術事務所　千葉県松
戸市五香西６－１２－１

2005年06月23日 1,166,871

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

3992 （財）公園緑地管理財団
平成１７年度国営昭和記念公園
維持管理業務

渡辺和足　関東地方整備局　埼玉県さい
たま市中央区新都心２番地１

2005年04月01日 852,400,000

○ （財）公園緑地管理財団は、国の維持管理に係る組織・定員増の抑制を背景に、行政
組織の簡素化や効率的な公園管理の実施等の観点から、国に代わって国営公園の維持
管理を実施する専門的機関として、国営公園の維持管理業務が発生した昭和49年に設
立された公益法人であり、国営公園の設置当初より、その業務をアウトソーシングしてき
たものである。
○国営公園の維持管理業務は、より多くの公園利用者が安全で快適に公園を利用できる
よう、利用者サービスや利用指導を図るとともに、公園の質的レベルを維持、向上させ、
植物等の公園資産を保全、増進させることを目的に行うもので、その内容は、植物管理、
建物・工作物管理、清掃、入園料徴収、巡視・保安警備、利用者指導、救急等多岐にわ
たる。
○これらの内容は、公園の管理運営上一体的密接不可分なものであり、公園管理者であ
る国に代わり、入園料の徴収や都市公園法等関係法令に関する専門的な知見に基づい
て利用者指導を行うなど、公園管理に必要となる真に公益を目的とした国の公権力の行
使に準ずる行政的な判断力と専門的知識を備えた者が、総合的な調整の下で実施する
必要がある。
○（財）公園緑地管理財団がこれまで受託してきた１４公園の内、ロ号公園については閣
議決定の趣旨から行幸啓等への対応や、文化的資産の保存への対応が必要なことか
ら、国に代わって適切に業務を実施し得る当該法人へ随意契約することとする。
会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号

その他のもの
ー(随意契約によらざるを得ない
もの)（引き続き見直しを検討す
る。）
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3993 （財）公園緑地管理財団
ドッグカフェ基本計画・運営方策
策定他業務

大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2005年05月23日 12,180,000

本業務は、みどりの文化ゾーン第Ⅰ期区域の開園に向けて、平成１６年度「みどりの文化
ゾーン第Ⅰ期区域管理運営詳細検討業務」で計画した展示内容等について、その詳細検
討及びとりまとめを行うものである。この業務を遂行するにあたっては、都市公園、特に国
営公園の管理運営の現状と今後の方針とともに、当公園におけるみどりの文化ゾーン整
備の趣旨や意義等を熟知の上で、これらを十分勘案しつつ行う必要がある。その際には
行政的視野に立った公園管理運営に関する特に高度かつ専門的な技術、知識や経験が
求められる。（財）公園緑地管理財団は、全国１４箇所の国営公園の管理を受託するとと
もに、国営公園等公園緑地の管理運営に関する総合的な調査研究、公園緑地の管理に
関する技術開発を行っており、国営公園の管理運営について、民間コンサルタントにはな
い高度な技術と豊富な経験を有している。また、本業務の前提となる平成１２年度以降平
成１６年度まで、本公園の「みどりの文化ゾーン」の整備並びに管理運営に係る検討業務
の請負者であり、本業務を遂行するに当たり踏まえるべき条件や検討経緯について把握
しており、本業務を的確に遂行できる唯一の者である。従って、会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（19年度契約では、企
画競争を実施し、20
年度以降、総合評価
による一般競争等に
移行）

3994 （財）公園緑地管理財団
みどりの文化ゾーン第Ｉ期区域展
示物等詳細検討業務

大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2005年05月30日 83,559,000

本業務は、みどりの文化ゾーン第Ⅰ期区域の開園に向けて、平成１６年度「みどりの文化
ゾーン第Ⅰ期区域管理運営詳細検討業務」で計画した展示内容等について、その詳細検
討及びとりまとめを行うものである。この業務を遂行するにあたっては、都市公園、特に国
営公園の管理運営の現状と今後の方針とともに、当公園におけるみどりの文化ゾーン整
備の趣旨や意義等を熟知の上で、これらを十分勘案しつつ行う必要がある。その際には
行政的視野に立った公園管理運営に関する特に高度かつ専門的な技術、知識や経験が
求められる。（財）公園緑地管理財団は、全国１４箇所の国営公園の管理を受託するとと
もに、国営公園等公園緑地の管理運営に関する総合的な調査研究、公園緑地の管理に
関する技術開発を行っており、国営公園の管理運営について、民間コンサルタントにはな
い高度な技術と豊富な経験を有している。また、本業務の前提となる平成１２年度以降平
成１６年度まで、本公園の「みどりの文化ゾーン」の整備並びに管理運営に係る検討業務
の請負者であり、本業務を遂行するに当たり踏まえるべき条件や検討経緯について把握
しており、本業務を的確に遂行できる唯一の者である。従って、会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（19年度契約では、企
画競争を実施し、20
年度以降、総合評価
による一般競争等に
移行）

3995
（財）都市緑化技術開発機
構

みどりの文化ゾーン特殊緑化展
示制作・効果測定他業務

大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2005年06月07日 20,989,500

本業務は、花みどり文化センター内の床壁映像展示システムで使用する特殊緑化に係る
映像展示アプリケーションや情報検索コーナーで使用するデーターベースシステムの制
作、並びに花みどり文化センター屋上における特殊緑化の効果測定を行うものである。本
業務の遂行にあたっては、都市におけるヒートアイランド対策や省エネルギー対策の趣旨
のみならず、都市公園における 新の特殊緑化技術の展開や国民への啓蒙の場として
の活用方法や、多様な情報及び手法による特殊緑化技術の情報展開に係る知見が求め
られる。そのため本業務の実施に当たっては、 新の特殊緑化技術や特殊緑化に関する
行政施策への精通、並びに特殊緑化に関する高度かつ専門的な知見が不可欠となる。
財団法人都市緑化技術開発機構は、都市における緑化のための植栽植物の育成、管理
並びに良好な緑化空間の創出に関する調査研究及び技術開発を行うことを目的として設
置された法人であり、良好な緑化空間の創出に関する技術の調査研究、技術開発、技術
評価を推進している。重要な課題である特殊緑化についても企業、専門家から成る「特殊
緑化共同研究会」を設け、調査研究や技術開発、啓蒙活動などを推進しており、 新の
特殊緑化空間に関する知見を豊富に有している。同財団は、平成１４年度より平成１６年
度まで、花みどり文化センター屋上特殊緑化に係る実施設計や、同センター内で展開す
る映像展示に係る実施設計等の業務を実施し、花みどり文化センターにおける特殊緑化
技術に係る情報展開に係る意義や手法等について熟知しており、本業務を適切に遂行で
きる唯一の者である。従って、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（19年度契約では、企
画競争を実施し、20
年度以降、総合評価
による一般競争等に
移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
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3996 （財）日本造園修景協会
公園管理台帳等基礎データ作成
業務

大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2005年07月01日 30,765,000

本業務は、公園管理台帳等の基礎データの作成を行うものである。実施にあたっては、
施設実体データの対象となる建物及び地下埋設物の現地調査を行うとともに、過年度作
成した公園管理データベースの修正を行うこととしている。本業務を遂行するにあたって
は、公園事業における調査・計画・設計・整備・管理の各段階における業務プロセスに精
通し、同時にＧＩＳを活用した国営公園の一元的実体管理が可能なデータ構成や国営公
園に係る諸制度とともに、本局において検討を行った、平成１２～１４年度の「国営公園業
務におけるＧＩＳ導入検討業務」や、１４～１６年度「ＧＩＳデータ整備業務」に精通しているこ
とが不可欠である。さらに、今年度作成する基礎データの投入対象となる、過年度作成し
た本公園の管理データベースについて熟知していることが不可欠である。財団法人日本
造園修景協会は、「造園修景及びレクリエーションに関する調査研究、技術向上及び啓蒙
普及のための諸事業を行い、造園修景事業の健全な発達を推進し、もって公共の福祉の
増進に着よすること」を目的に設立され、公園事業において計画、設計、管理等の各段階
における調査研究を行うなど、本業務に必要な業務プロセスに精通している。また、同財
団は公園管理データベースを作成した「平成１６年度ＧＩＳデータ整備（その３）業務」を実
施し、本公園におけるＧＩＳデータの整備状況や登録すべき施設の状況等を把握してお
り、効果的効率的に業務を遂行できる。このような観点から、当該法人は、上記の業務を
遂行できる唯一の機関であり、当該業務を行わせることが も適当である。よって、会計
法第２９条の３第４項（予算決裁及び会計令第１０２条の４第３号）の規定により、上記法
人と随意契約をするものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続を導入

3997 （社）関東建設弘済会
Ｈ１７国営昭和記念公園事務所
現場技術他業務委託

大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2005年04月01日 58,800,000

本業務は、国営昭和記念公園事務所が発注する工事の監督補助及び発注業務の資料
作成の技術補助を行うものである。業務遂行にあたっては、工事発注者の意向を機動的
に工事に反映できる能力が不可欠であるとともに、工事監督及び発注業務の技術補助と
いう業務の特殊性から公平性、中立性が要求されるものである。社団法人関東建設弘済
会は、関東地方整備局が発注する公共工事を発注者の立場で統括管理した経験を持ち
かつ現場状況、発注業務の処理に精通した技術者を豊富に保有していることから監理技
術者として発注者の意向を確実・迅速に工事管理、発注作業の資料作成に反映すること
が加納であり又、公平性・中立性を確保できる唯一の契約対象である。よって、、会計法
第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、社団法人関東建設弘済会
と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

3998 （社）日本公園緑地協会
国営東京臨海広域防災公園施
設管理運営・利用促進検討他業
務

大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2005年10月12日 62,475,000

本業務は、都市再生プロジェクト第一次決定を受け公園事業による緊急整備することと
なった基幹的広域防災拠点「国営東京臨海広域防災公園（東京都江東区）」における管
理運営・利用促進方策、事業化等の検討、並びに本部棟内公園施設の構成内容の検討
を行うものである。本業務の実施にあたっては、平成１５年度策定の基本設計、平成１６
年度策定の展示基本設計を踏まえ、大規模地震の被災時対応に熟知した公的な防災関
係機関や有識者等の助言を参考にするとともに、発災時において基幹的広域防災拠点と
しての速やかな場面転換を行うことを前提に検討する必要がある。また、本公園の管理
運営にあたっては、民間の経営能力や技術の能力をこれまで以上に活用するなど、社会
情勢を踏まえた管理運営方策が求められているほか、都市再生プロジェクトとしての位置
づけを踏まえ、早期の整備効果発現が求められている。社団法人日本公園緑地協会は、
公園緑地等に関する事業の健全な発達を図るとともに、国土美化、都市緑化等の推進に
寄与することを目的として設立された法人であり、公園緑地等に関する調査、研究、計画
及び設計等の事業を実施しており、防災公園の計画に関する蓄積が豊富である。また、
同協会は、大地震の際に防災公園に求められる機能や、社会情勢を踏まえた都市公園
の管理に関して委員会を組織しつつ調査・研究を実施するなで、本業務を遂行するにあ
たり他にない高度な知識・経験・技術力を十分有している。さらに、同協会は、過年度に基
本設計等について検討業務を受託しており本公園の設置趣旨に熟知しているほか、関係
行政機関との調整についても豊富な経験を有している。以上のことにより、本業務を円滑
かつ的確に遂行するには、同協会が唯一の者であることから、会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

（19年度契約では、企
画競争を実施し、20
年度以降、総合評価
による一般競争等に
移行）

3999 東京ガス（株） ６月分ガス料
大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2005年06月23日 1,109,971

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

4000 東京ガス（株） ８月分ガス料
大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2005年08月23日 1,303,206

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

4001 東京ガス（株） ９月分ガス料
大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2005年09月21日 1,654,771

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

4002 東京ガス（株） １０月分ガス料
大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2005年10月25日 1,496,403

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

4003 東京ガス（株） １２月分ガス料
大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2005年12月16日 1,064,334

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

4004 東京ガス（株） １月分ガス料
大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2006年01月12日 1,038,814

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
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契約を締結した日
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4005 東京ガス（株） １月分ガス料
大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2006年01月23日 1,430,305

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

4006 東京ガス（株） ２月分ガス料
大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2006年02月22日 1,006,379

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

4007 東京電力（株） ４月分電気料
大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2005年05月23日 2,637,599

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

4008 東京電力（株） ５月分電気料
大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2005年06月23日 2,070,848

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

4009 東京電力（株） ６月分電気料
大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2005年07月20日 1,964,557

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

4010 東京電力（株） ７月分電気料
大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2005年08月23日 1,512,209

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

4011 東京電力（株） ８月分電気料
大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2005年09月21日 1,605,816

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

4012 東京電力（株） ９月分電気料
大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2005年10月25日 2,409,277

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

4013 東京電力（株） １０月分電気料
大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2005年11月21日 1,917,307

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

4014 東京電力（株） １１月分電気料
大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2005年12月19日 2,022,622

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

4015 東京電力（株） １２月分電気料
大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2006年01月23日 2,120,031

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

4016 東京電力（株） １月分電気料
大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2006年02月22日 2,103,007

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

4017 （社）公共建築協会
平成１７年度病原体研究施設設
計資料作成業務

徳田京誠　甲武営繕事務所　東京都立
川市緑町３５６７

2005年10月14日 6,300,000

　本業務は、関東地方整備局が今後施設整備を実施する、病原体を取り扱う施設及びワ
クチンの製造を行う研究施設について、設計及び施工に関する調査・分析を行い、所要
の設計与条件を取りまとめるとともに 適な設計手法及び施工手法を選定するための資
料を取りまとめる業務のうち、平成１６年度に実施した「平成１６年度病原体研究施設設計
資料作成業務」（履行期間：平成１７年２月２６日から平成１７年３月３０日。以下、「前業
務」という。）に引き続き、病原体研究施設の 適な設計手法及び施工手法を選定するた
めの資料を取りまとめるものである。
　本業務の対象とする施設は、ワクチンを医薬品として製造する施設を含むものであり、
当該施設については「薬事法」（昭和３５年法律第１４５号）第１３条第２項第１号に基づき
定められた、製造業の許可を取得するための必要条件である「薬局等構造設備規則」（昭
和３６年２月１日厚生省令第２号）に定められた構造設備の基準を満たす必要がある。こ
のような人用ワクチン製造施設は公共建築としての前例がないことから、それに 適な設
計手法及び施工手法を選定するための資料を取りまとめるためには、官庁営繕施設の整
備実績だけでは不十分であり、それを補完するための十分な調査・分析を必要とする。
　このため、本業務においては、前業務で実施したワクチン製造施設等の整備状況の調
査、その施設整備者及び施設利用者に対する、施設整備における重要課題等のヒアリン
グ、これら調査結果等の分析に引き続き、インフラ、セキュリティー及びエネルギー運用状
況の調査及び分析等を実施し、公共建築としての要求性能も加味したうえで、 適な設
計手法及び施工手法を選定するための資料を取りまとめるものである。
これら業務を実施するためには、研究関係施設の組織体制等を理解し施設整備基準を
取りまとめるための調査・分析能力を有し、地球環境保全やコスト縮減等、公共建築に求
められる性能項目・水準や技術基準・仕様等を熟知していることが必要であるほか、前業
務で実施した調査及び分析内容を熟知していることが必要不可欠である。
上記法人は公共建築に関する諸般の調査、研究等を行うことにより、公共建築の事業の
合理化と能率化に寄与すること等を目的として設立された唯一の団体であり、昭和４３年
に設立されて以来、研究関係施設も含めた公共建築に関する施設整備基準、性能基準、
仕様書等を作成する業務を数多く受託しており、研究関係施設の施設整備基準を取りま
とめるための十分な調査・分析能力を有しているとともに、公共建築の基本的性能基準や公
　以上により、本業務を実施できるのは上記法人に限られることから、会計法第２９条の３第

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 「公募手続きを導入」



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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4018 （財）建築保全センター
筑波合同庁舎施設保守管理業
務

新宅浩明　筑波研究学園都市施設管理
官　茨城県つくば市吾妻１－１２－１

2005年04月01日 4,913,286

本業務は、筑波合同庁舎構内の建築物及び外構に設置された電気設備、機械設備の適
正な運用を図るために必要な各機器の運転操作、監視、巡視点検、定期点検の施設保
守管理を行うものである。契約の相手方である財団法人建築保全センターは、国、地方
公共団体等の建築物等（以下、「官公庁等施設」という）の保全に関する総合的な調査研
究及び技術開発を通じ、地球環境の保護、官公庁施設等のストックの有効活用等社会的
要請に対応した建築物等の適正な保全の方法を確立し、その成果を広く国民に普及し、
もって国民生活環境の向上ならびに国家経済の発展に寄与することを目的に設立されて
いる公益法人である。官公庁施設の一である筑波合同庁舎の保全データの蓄積、さらに
その分析、研究等を通じ上記の目的を達成させるため本業務を随意契約とする。（適用
法令）会計法２９条の３第４項　予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

4019 三菱電機（株）
国総研（立原）管理研究本館（０
５）エレベーター設備改修工事

新宅浩明　筑波研究学園都市施設管理
官　茨城県つくば市吾妻１－１２－１

2005年10月07日 22,050,000

改修部分と再利用する既設機器類とは一体不可分の装置であり、元施工業者の持つ機
器及びシステム類を用いる必要があるため　よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号」の規定により随意契約を締結するものである。

その他のもの
ー(当該設備を新設する際に、保
守性等についても評価する総合
評価落札方式を検討する)

4020
（財）砂防・地すべり技術セ
ンター

関東管内における大規模地震時
の土砂災害危険度検討業務

門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2006年01月11日 20,055,000

本業務は、大正12年（1924年）9月に発生した関東地震を対象として、当時の土砂災害の
状況とその後の復興対策を調査・検証し、今後想定されている複数県にまたがる大規模
地震時の土砂災害対策計画立案に向けた基礎資料とするものである。
本業務の遂行にあたっては、砂防事業の歴史や計画の変遷を熟知し、なおかつ砂防事
業に関する全国的知見や高度な技術と経験を有し、行政的視点から今後の事業展開を
見据えた調査・検討が可能な技術と経験を有することが必要である。
当該機関は、中部地方、近畿地方、四国地方について大規模な地震による土砂災害の
解析検討を実施するとともに阪神淡路大震災や新潟県中越地震において大規模地震と
多発的かつ大規模な土砂災害について解析を行うなど地震と土砂災害に関する豊富な
データベースを有し、本業務ではそのデータベースの活用が必要不可欠であり、高度な
知識、経験を有している。またさらに行政的な中立性・公平性を有する。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第
４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

4021
（財）砂防・地すべり技術セ
ンター

Ｈ１７鬼怒川総合土砂管理計画
検討業務

田井中治　日光砂防事務所　栃木県日
光市萩垣面２３９０

2005年07月01日 16,065,000

本業務は、「鬼怒川流域における土砂管理計画の策定」に関する検討の一環として、五
十里ダム下流から利根川合流点までの土砂移動モデル作成と再現計算を実施し、鬼怒
川流域全体の土砂移動の将来予測と理想的な土砂移動に関する基礎的な検討を行うも
のである。
本業務の実施に当たり、土砂管理計画に関する多数の実績を有し、専門的かつ幅広い
知識と卓越した技術力が不可欠で、公平・中立的な立場で業務遂行が求められている。
当該機関は、土砂災害に関するデータベースを保有しており、このデータベースの活用が
本業務の遂行に必要不可欠である。さらに当該機関は、これらの検討を行うのに不可欠
な、「流水の土砂混入を考慮した二次元氾濫シミュレーションモデル(New-SASＳ)」（特許
出願中）を独自に開発しており、パラメータや境界条件の設定等、当該プログラムを用い
て数値シミュレーションを行い、その結果を土砂管理計画の立案に反映する技術を有し、
かつ行政的な中立性・公平性を有している。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第
４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

4022
（財）砂防・地すべり技術セ
ンター

Ｈ１７渡良瀬川流域砂防基本計
画検討業務

竹内清文　渡良瀬川河川事務所　栃木
県足利市田中町６６１－３

2005年12月12日 21,630,000

本業務は、渡良瀬川流域における新たな観点による砂防計画樹立のための土砂管理計
画検討を行う業務である。前年度までに実施した土砂移動実績の整理、分析及び草木ダ
ム上流域の土砂移動解析結果を踏まえ草木ダム下流域における土砂移動現象を解明
し、土砂移動を原因とする諸問題を明確にして砂防基本計画策定のための基礎資料とな
る土砂処理方針の検討を行うものである。
本業務の実施にあたっては、河道内における土砂移動を考慮した、二次元氾濫シミュ
レーションを使用した河床の変動予測及び予測結果に基づく被害の推定と妥当性の評価
を行う必要があり、土砂移動現象に関する高度な知識と経験を有するのはもとより砂防
基本計画策定のため公平・中立的な立場での総合的な検討を行う必要がある。
当該機関は、砂防基本計画立案に関わる全ての業務に携わっており、高度な知識、豊富
なデータベースを有している。さらに、当該機関は、これらの検討を行うのに不可欠な、流
水の土砂混入を考慮した二次元氾濫シミュレーションモデル「New-SASS」（特許出願中）
を独自に開発しており、パラメータや境界条件の設定等、当該プログラムを用いて数値シ
ミュレーションを行い、その結果を砂防基本計画の立案に反映する技術を有し、かつ行政
的な中立性・公正性を有している。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第
４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入
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4023
（財）砂防・地すべり技術セ
ンター

譲原地すべり対策の事業効果に
関する検討業務

星野和彦　利根川水系砂防事務所　群
馬県渋川市渋川１２１－１

2005年12月19日 44,625,000

本業務は、平成16年度より実施している譲原地すべり防止工事の基本計画の見直しに関
する検討の一環として、譲原地すべりによる河道閉塞決壊の影響を含む被害予測及び事
業効果に関する検討を行うものである。
本業務の実施にあたっては、全国の直轄地すべり対策事業の基本計画や3次元安定解
析手法について知識と経験を有するとともに、地すべりによる河道閉塞に関する高い技術
と知識と河道閉塞の決壊にともなう氾濫解析による被害想定が必要である。
当該機関は、全国全ての直轄地すべり対策事業の地すべり基本計画立案、地すべり機
構解析や対策工効果に関わる業務に携わっており、地すべりに関する豊富なデータベー
スを有し、基本計画の見直し等そのデータベースの活用が不可欠であることから高度な
知識、経験を保有している。また、新潟県中越地震時に起きた芋川の河道閉塞において
緊急対応が必要とされた地すべりの機構解析及び対策を行うなど河道閉塞に関して高度
な技術と知識を有する。また、地すべり現象の任意の移動方向を評価することができる3
次元安定解析プログラムを独自開発し、新しい安全度評価技術を有する唯一の機関であ
る。さらに、本業務を行うのに不可欠となる「２次元氾濫解析シミュレーションプログラム
(New-SASS)」（特許出願中）も独自に開発しておりパラメータや境界条件の設定等、当該
プログラムを用いて数値解析技術を有する機関である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第
４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

4024
（財）砂防・地すべり技術セ
ンター

浅間山火山対策検討業務
星野和彦　利根川水系砂防事務所　群
馬県渋川市渋川１２１－１

2005年08月10日 88,830,000

本業務は、平成１４年度から実施している浅間山火山防災対策計画策定の一環として、
噴火前からの対策を含めた整備方針の検討、関係機関との連携による情報の交換手
法、噴火時の防災体制のあり方等、総合的な火山防災対策の検討を行い、浅間山をケー
ススタディーとして火山砂防計画策定指針（案）を改訂する予定であり、防災上重要となる
噴火活動に合わせた、新たな手法によるハザードマップについても、浅間山をモデルとし
て検討を行うものである。また平成１６年９月１日の噴火をうけ火山噴火緊急減災対策計
画も策定するものである。
本業務の遂行にあたっては、火山噴火前の対策、関係機関との情報交換、噴火時の緊
急体制等、火山防災対策全般にわたる高度な技術と豊富な経験を有するとともに、災害
の範囲や規模を的確に予測するための手法を熟知していることが必要である。
当該機関は、この業務を行うのに不可欠な流水の土砂混入を考慮した「二次元氾濫シ
ミュレーションモデル(New-SASS）」（特許出願中）を独自開発しており、パラメータや境界
条件の設定等、当該プログラムを用いて数値シミュレーションを行い、その結果を火山噴
火緊急減災計画の立案に反映する技術を有する機関である。
同時に、「雲仙普賢岳火山防災計画調査」、「有珠山防災計画検討調査」、「富士山ハ
ザードマップ検討調査」など我が国の火山防災対策について経験豊富であり、火山噴火
堆積物のＧＩＳデータや既存の砂防施設によって火山噴火現象が抑制された事例、噴火
時における住民の意識調査など、緊急時の防災対応に関する膨大なデータベースを有し
ている。当業務の遂行にはこのデータベースが必要不可欠である。また「火山噴火緊急
減災対策計画作成ガイドライン」の策定に携わるなど、行政的な中立性・公平性を有した
機関である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第
４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

4025
（財）砂防・地すべり技術セ
ンター

管内土砂移動検討業務
星野和彦　利根川水系砂防事務所　群
馬県渋川市渋川１２１－１

2005年09月26日 84,315,000

本業務は、当事務所管内の貯水池上流域における新たな観点による砂防計画樹立に向
けた基礎検討として、平成15年度から実施している検討の一環である。今年度は利根川
上流域における砂防事業の概要を整理したうえで、平成16年までの検討結果を踏まえ管
内の吾妻川流域（八ッ場ダム上流域）において土砂処理方針を検討し、神流川流域（下久
保ダム上流域）においては砂防基本計画策定の基となる基本諸元及び計画緒元の検討
を行うものである。
本業務の遂行に当たっては、土砂移動特性に関する知識と二次元的に流れと土砂移動
を解析できる数値シミュレーションプログラムが不可欠である。
当該機関は、砂防事業の効果を判りやすく表現するために、流水内に土砂の混入を考慮
した「二次元氾濫シミュレーション（New-SASS）」（特許出願中）により河床変動を予測し、
そこから想定される被害を推定する高度な知識と経験を有する必要がある。また、土砂災
害に関するデータベースを保有しており、このデータベースを用いることが業務上必要不
可欠である。さらに、「砂防基本計画策定マニュアル(案)」の策定および砂防基本計画立
案に関わる全ての業務に携わっており、高度な知識、経験を有している。新砂防基本計
画の検討を行う上で、砂防に関する高度で専門的な技術力を有すると共に、行政補助と
して砂防行政に熟知し、中立・公平な立場を有し、的確かつ円滑に遂行することができ
る。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第29条の3第4
項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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4026
（財）砂防・地すべり技術セ
ンター

荒廃渓流における安全施工検討
業務

山下勝　富士川砂防事務所　山梨県甲
府市富士見２－１２－１６

2005年04月01日 28,665,000

本業務は、平成16年度に発生した南アルプス間ノ岳斜面崩壊に伴う大量の土砂が早川
流域荒川に流出する状況下において、当該渓流や他の土砂生産のポテンシャルが高い
渓流における今後の砂防工事の安全かつ迅速な施工法法について、 近の災害実績や
対策工法の実施状況及び学識経験者や有識者の意見を踏まえ検討を行うものである。
本業務の遂行にあたっては、過去の大規模土砂流出時の調査・解析、対策方針の検討
等に関する知識を有し、大規模土砂流出に関して高度な技術力、豊富な知識を有すると
ともに、応急対策の実施方針や施工中の安全対策等の検討を行うなど、高度な知識、経
験が必要不可欠である。
当該機関は、砂防に関する技術開発、調査研究を行い、鋼製砂防構造物便覧を作成す
る等高度な技術力、豊富な知識を有するとともに、砂防堰堤の計画・設計等における技術
的指導を実施しており、当該業務の検討に必要とされる過去の大規模土砂流出時の調
査・解析、対策方針の検討等に関して豊富なデータベースを有している。このデータベー
スの活用は本業務の遂行に必要不可欠である。また、当該機関は応急対策の実施方針
や施工中の安全対策等の検討を行っているなど、高度な知識、経験を有している。また、
公平性・中立性を有している。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第
４項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

4027
（財）砂防・地すべり技術セ
ンター

砂防基本計画検討業務
山下勝　富士川砂防事務所　山梨県甲
府市富士見２－１２－１６

2005年11月16日 49,770,000

本業務は、当事務所管内の貯水池上流域における新たな観点による砂防計画樹立に向
けた基礎検討として、平成15年度から実施している検討の一環である。今年度は利根川
上流域における砂防事業の概要を整理したうえで、平成16年までの検討結果を踏まえ管
内の吾妻川流域（八ッ場ダム上流域）において土砂処理方針を検討し、神流川流域（下久
保ダム上流域）においては砂防基本計画策定の基となる基本諸元及び計画緒元の検討
を行うものである。
本業務の遂行に当たっては、土砂移動特性に関する知識と二次元的に流れと土砂移動
を解析できる数値シミュレーションプログラムが不可欠である。
当該機関は、砂防事業の効果を判りやすく表現するために、流水内に土砂の混入を考慮
した「二次元氾濫シミュレーション（New-SASS）」（特許出願中）により河床変動を予測し、
そこから想定される被害を推定する高度な知識と経験を有する必要がある。また、土砂災
害に関するデータベースを保有しており、このデータベースを用いることが業務上必要不
可欠である。さらに、「砂防基本計画策定マニュアル(案)」の策定および砂防基本計画立
案に関わる全ての業務に携わっており、高度な知識、経験を有している。新砂防基本計
画の検討を行う上で、砂防に関する高度で専門的な技術力を有すると共に、行政補助と
して砂防行政に熟知し、中立・公平な立場を有し、的確かつ円滑に遂行することができ
る。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第29条の3第4
項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続を導入

4028 （財）公共用地補償機構 市川地区移転工法等検討業務
吉木務　首都国道事務所　千葉県松戸
市竹ヶ花８６

2006年03月13日 183,750,000

複雑かつ特殊な補償案件の場合には、職員自らが補償額算定を行うことは相当に困難
であり、高度な専門的分野について造脂の深い学識経験者に委ねることが必要である。
この場合、補償額算定に当たっての事前調査は、単純な目視による現地調査や登記簿
等による書類調査だけでは到底不十分であり、補償対象物件の特殊性や被補償者側の
特殊事情などを十分に精査し的確に評価する必要がある。そのためには、被補償者側の
諸々の情報を的確に把握する必要があるが、民間コンサルタントであっては相手方の十
分な信頼を得ることができないため困難であるおそれもあり、機構という公益法人であっ
て初めて可能となることも十分期待できる。また、補償額の説明段階では、実際に補償額
算定に携わった機構職員を帯同し説明補助を行わせることによって相手方の十分な信頼
を得ることができる。こうした業務全般にわたっては厳格な守秘性が求められるものであ
り、国交省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行
させる必要がある。機構は補償業務に精通した各分野の学識経験者と常に連携できる体
制を有し、しかも首都圏、近畿圏など大都市圏における補償案件を手がけるために設立
された唯一の公益法人であることから、機構と随意契約するものとする。
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３項

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの（平
成１９年度から企画競争を実施
し、その後総合評価による一般
競争を検討）

公募手続を導入

4029 （財）都市計画協会 景観地区指定に向けた検討業務
門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2006年02月21日 5,061,000

　本業務の遂行にあたっては、既存まちづくり計画、都市計画の現状、問題点等の把握、
地域それぞれの課題や目標を的確に導き出し、多様な選択肢の中から、歴史・文化・自
然等の地域資源を活用した景観地区の検討を住民・事業者等の合意形成のあり方も含
めとりまとめる必要があり、幅広い知見と能力が要求される。
財団法人都市計画協会は、「都市計画の基本政策を研究し、都市計画に関する知識の
普及並びに都市計画事業の発展を図る」事を目的としており、計画策定から事業実施ま
でのまちづくり施策全般に関する幅広い知識を有している。
また、長年にわたり全国各都市にわたり全国各都市における都市計画マスタープラン・地
区計画策定及び計画条例策定支援等、都市計画手法の活用に関する調査・検討を実施
してきており景観法制定時には、法律を所管している国土交通省都市・地域整備局都市
計画課と協力し、景観法講習会を各地で開催するなど、普及啓発活動を実施すると伴
に、ワークショップやシンポジウムの企画・運営にも携わる他、学識者等からなる「都市計
画制度研究会」を平成１５年度より発足させ、都市計画制度の改善や国立マンション訴訟
に代表される景観に関する紛争解決に向けた仕組みづくりなどについて研究・提言するな
ど、幅広い実務に精通し、都市計画・景観行政全般に関する極めて高度な知見と経験を
有していることから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定
により、上記財団法人都市計画協会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続を導入



番号 所管公益法人等の名称
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量
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4030 （社）関東建設弘済会 河川状況把握業務
佐藤宏明　利根川上流河川事務所　埼
玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目１９番１号

2005年04月01日 6,170,000

　本業務の遂行にあたっては、既存まちづくり計画、都市計画の現状、問題点等の把握、
地域それぞれの課題や目標を的確に導き出し、多様な選択肢の中から、歴史・文化・自
然等の地域資源を活用した景観地区の検討を住民・事業者等の合意形成のあり方も含
めとりまとめる必要があり、幅広い知見と能力が要求される。
財団法人都市計画協会は、「都市計画の基本政策を研究し、都市計画に関する知識の
普及並びに都市計画事業の発展を図る」事を目的としており、計画策定から事業実施ま
でのまちづくり施策全般に関する幅広い知識を有している。
また、長年にわたり全国各都市にわたり全国各都市における都市計画マスタープラン・地
区計画策定及び計画条例策定支援等、都市計画手法の活用に関する調査・検討を実施
してきており景観法制定時には、法律を所管している国土交通省都市・地域整備局都市
計画課と協力し、景観法講習会を各地で開催するなど、普及啓発活動を実施すると伴
に、ワークショップやシンポジウムの企画・運営にも携わる他、学識者等からなる「都市計
画制度研究会」を平成１５年度より発足させ、都市計画制度の改善や国立マンション訴訟
に代表される景観に関する紛争解決に向けた仕組みづくりなどについて研究・提言するな
ど、幅広い実務に精通し、都市計画・景観行政全般に関する極めて高度な知見と経験を
有していることから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定
により、上記財団法人都市計画協会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行すること
としたもの

公募手続を導入

4031
（社）全国市街地再開発協
会

中心市街地再生等検討業務
門松武　関東地方整備局　埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１

2006年02月23日 21,000,000

　本業務では、関東地方整備局管内における中心市街地の再生及び密集市街地の改善
を推進することを目的に、行政・地域住民・民間事業者等の間の調整方法も含めた中心
市街地の再生及び密集市街地改善のための規制・誘導策の導入手法を、複数都市にお
けるケーススタディを通じて検討し、今後、地方公共団体や専門家、まちづくり組織が積
極的に活用できるノウハウとして整備するものである。また、本業務では、平成１７年度及
び平成１８年度に制度整備される法律及び予算上の諸制度を含めた規制・誘導策の導入
手法の検討を行う。本業務を遂行するにあたっては、中心市街地の再生等に向けた技術
的知識はもちろんのこと、①行政的な視点を持ち合わせて、規制・誘導策の導入手法検
討を行うための知見、②直面する課題を具体的に検証するため、市街地の再生に関する
広範かつ、専門的な知識、③まちづくりの専門家の派遣等をしつつケーススタディとして
の解決策の検討を行う能力が求められる。社団法人全国市街地再開発協会は、市街地
の再開発、住宅地区の環境整備、密集市街地の改善、マンション建替えの円滑化、中心
市街地における居住機能の増進等に関する総合的な調査研究及び事業の推進を図るこ
とにより、公共の福祉の増進に寄与することを目的に設立された公益法人であり、本業務
に関連する調査研究成果を数多く有している。その中でも、国土交通本省等から受託し、
中心市街地の再生や密集市街地の改善に関するケーススタディを数多く実施してきてお
り、そのノウハウを本業務に活用することができる。また、同協会は、平成１７年度から国
土交通本省から受託し「街なか居住再生ファンド」を設置しており、中心市街地の再生等
に関する高度な知識と豊富な経験を有している。さらに、同協会の正会員及び幇助会員
には、地方公共団体を始め、市街地再開発組合等の地域住民組織、民間事業者等が含
まれており、本業務の検討対象である行政・地域住民・民間事業者等の間の調整方法等
を検討する上で必要なネットワークを有していることから、本業務を円滑かつ的確に実施
するための要件を備えた唯一の契約対象機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定
により、社団法人全国市街地再開発協会と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

4032 東京電力（株） ２月分電気料
大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2006年03月24日 1,979,949

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)

4033 東京電力（株） ３月分電気料
大橋謙一　国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１３７番地

2006年04月07日 1,224,886

光熱水料

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するため
の準備に時間を要するもの

(19年度以降、一般競
争に移行)



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4034 （社）北陸建設弘済会
活力ある北陸地域づくり方策検討
業務委託

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年9月26日 15,225,000

業務の実施にあたっては、平成15年度策定の「社会資本整備に係る北陸地方の将来の姿」
を基に、その後の社会情勢の変化（災害の頻発や景観法の制定など）を踏まえた地域づくり
方策を検討するものであり、既にまとめられた「将来の姿」を補完する位置づけにあることか
ら、既に実施された業務の履行にあたり参照した情報、履行の経緯、懇談会での各委員の発
言情報等の詳細を熟知していることが必要である。(社)北陸建設弘済会は、建設事業の円滑
な推進を図ることにより一般社会の利益を増進し、ひいては国土の健全な発展に寄与するこ
とを目的に設立された法人であり、組織内には建設マネジメント企画室や北陸地域づくり研
究所を設置し、公共事業に関する豊富な行政的視点や北陸地域づくりに関する豊富な知見
と幅広い分野の検討能力、情報収集能力を有しているとともに、平成15年度に策定した「社
会資本整備に関する北陸地方の将来の姿」による地域づくり方策業務の詳細を熟知している
唯一の機関であることから、上記法人と会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３号により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
18年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4035 （財）経済調査会
平成１７年度建設資材等単価（その
２）調査業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年4月28日 29,684,631

積算にあたり必要となる材料単価等のデータ提供業務。
「積算資料及び材料単価データベース」を発行・作成している唯一の機関である。
よって、緊急を要するため競争に付することができないことから、会計法第２９条の３第４項及
び予決令第１０２条の４第３号に基づき上記法人と随意契約を行うものである。 見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの（29,684,631円)

公募手続きを導入

4036 （財）経済調査会
平成１７年度建設資材等単価（その
３）調査業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年4月28日 22,424,907

積算にあたり必要となる材料単価等のデータ提供業務。
「積算資料及び材料単価データベース」を発行・作成している唯一の機関である。
よって、緊急を要するため競争に付することができないことから、会計法第２９条の３第４項及
び予決令第１０２条の４第３号に基づき上記法人と随意契約を行うものである。

その他のもの 　－

4037 （社）北陸建設弘済会 技術資料作成・検討業務
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年5月12日 163,529,706

本業務の実施にあたっては、長期計画・事業計画、積算基準や技術基準類など、政策立案
や事業執行に関し、幅広い行政分野に渡る技術的検討能力・情報収集能力が必要であると
ともに、中立性・公平性を有する必要がある。社団法人北陸建設弘済会は、建設事業の円滑
な推進を図ることにより一般社会の利益を増進し、ひいては国土の健全な発展に寄与するこ
とを目的として設立された法人であり、中立性・公平性を有している。また、組織内には建設
マネジメント企画室や北陸地域づくり研究所を設置し、建設事業推進や公共事業に関する豊
富な行政的視点と技術力を有しており、また、北陸地域の地域づくりに関する知見を有してい
る。そのため、上記法人は、契約時点では内容を見極められない幅広い分野に渡る技術的
検討能力・情報収集能力を有すると共に、本業務を円滑且つ確実に遂行可能な業務執行態
勢が整っている唯一の機関である。以上の理由により、契約の性質、目的が競争を許さない
ことから、上記法人と会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契
約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から一般競争入札等に
移行163,529,706円）

単価契約

4038 （社）北陸建設弘済会
土木工事標準積算基準改訂検討業
務委託

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年8月8日 9,660,000

業務の実施にあたっては、平成15年度策定の「社会資本整備に係る北陸地方の将来の姿」
を基に、その後の社会情勢の変化（災害の頻発や景観法の制定など）を踏まえた地域づくり
方策を検討するものであり、既にまとめられた「将来の姿」を補完する位置づけにあることか
ら、既に実施された業務の履行にあたり参照した情報、履行の経緯、懇談会での各委員の発
言情報等の詳細を熟知していることが必要である。(社)北陸建設弘済会は、建設事業の円滑
な推進を図ることにより一般社会の利益を増進し、ひいては国土の健全な発展に寄与するこ
とを目的に設立された法人であり、組織内には建設マネジメント企画室や北陸地域づくり研
究所を設置し、公共事業に関する豊富な行政的視点や北陸地域づくりに関する豊富な知見
と幅広い分野の検討能力、情報収集能力を有しているとともに、平成15年度に策定した「社
会資本整備に関する北陸地方の将来の姿」による地域づくり方策業務の詳細を熟知している
唯一の機関であることから、上記法人と会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３号により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から一般競争入札等に
移行9,660,000円）

4039 （社）北陸建設弘済会
平成１７年度施工体制調査補助業
務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年9月27日 4,647,115

本業務の遂行にあたっては、施工体制の点検結果を取り扱うことから、高い公正・中立性が
求められ、北陸地方整備局が認定する施工体制調査員により実施することとしている。上記
法人は、「建設事業の円滑な推進を図ることにより、一般社会の利益を増進し、ひいては国
土の健全な発展に寄与する」ことを目的に設立された社団法人であり、本業務に求められる
高い公正・中立性を有している。また、調査は各事務所から月毎に対象工事の指示を受けて
実施するものであるが、同法人は北陸地方整備局管内各所に出先機関を配置するとともに、
施工体制調査員を有している唯一の機関である。以上の理由により、上記法人と会計法第２
９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を締結するもの
である。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（4,647,115円)

単価契約
公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
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4040
（財）日本建設情報総合セン
ター

新庁舎移転に伴う新土木積算シス
テム移設作業

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年10月5日 2,761,500

本作業の実施にあたっては、新ネットワークシステムへの積算システムの導入及び新環境で
の積算システムの稼働検証を、新庁舎移行準備期間の短期間の中で行う必要があり、その
ためには本積算システムのプログラムはもちろんのこと、稼働上の特性・過去の障害履歴及
びプログラムの修正経緯を熟知していることが必要である。（財）日本建設情報総合センター
は、情報技術の活用により建設事業の効率化を図ることを目的に設立された財団法人であ
る。当該法人は、本積算システムの開発者として、プログラムの詳細及び積算システム稼働
上の特性を熟知している。また、新土木積算システムの運用時（Ｈ７年度）からシステムの運
用管理業務を行っており、作業実施において生じる可能性のあるシステム障害等に的確か
つ迅速な対応が可能である。よって、本業務を実施できる者は、（財）日本建設情報総合セン
ターの他にない。以上のことから、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号に基づき、随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（2,761,500円）

4041 （財）国土技術研究センター
平成１７年度建設工事事故対策検
討業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年10月20日 23,100,000

 本業務の遂行にあたっては、個人情報に類する個別の事故案件を取り扱うと共に行政行為
の補助に係る業務であることから、高度な守秘義務及び中立性・公平性を有する必要があ
る。また、公共工事の執行に関する安全施工対策を始め、建設技術情報、各種施策等の建
設マネジメントに精通するとともに、昨年度までに実施したアンケート調査結果及び検討経緯
等を熟知した上で事故防止対策に関して行政的視点に立った立案能力を有することが求め
られる。上記法人は、「わが国における建設技術発展の支柱となり、国と社会が要請する新
しい建設技術に関する研究開発を総合的、かつ、効果的に行うとともに、新しい建設技術の
活用と普及を行うことにより、建設技術水準の向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与す
ること」を目的に設立された財団法人であることから高度な守秘義務を求め得ると共に、中立
性・公平性を有している。また、同法人は、昨年度まで当該業務に継続して携わっている外、
国土交通省発注工事に適用される「土木工事安全施工技術指針」「公共工事の発注におけ
る工事安全対策要綱」「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の策定に携わっており、本対策
の関連施策に関して熟知・精通していると共に、工事事故防止対策に関する十分な専門知
識を兼ね備えており、行政的視点に立った立案能力を有している唯一の機関である。以上の
理由により、上記法人と会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号に基づき随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（23,100,000円）

公募手続きを導入

4042
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度　ＣＡＬＳ／ＥＣ整備検
討業務（入札説明書等ダウンロード
関係）

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成18年1月17日 104,685,000

 本作業の実施にあたっては、新ネットワークシステムへの積算システムの導入及び新環境
での積算システムの稼働検証を、新庁舎移行準備期間の短期間の中で行う必要があり、そ
のためには本積算システムのプログラムはもちろんのこと、稼働上の特性・過去の障害履歴
及びプログラムの修正経緯を熟知していることが必要である。（財）日本建設情報総合セン
ターは、情報技術の活用により建設事業の効率化を図ることを目的に設立された財団法人で
ある。当該法人は、本積算システムの開発者として、プログラムの詳細及び積算システム稼
働上の特性を熟知している。また、新土木積算システムの運用時（Ｈ７年度）からシステムの
運用管理業務を行っており、作業実施において生じる可能性のあるシステム障害等に的確
かつ迅速な対応が可能である。よって、本業務を実施できる者は、（財）日本建設情報総合セ
ンターの他にない。以上のことから、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号に基づき、随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（104,685,000円）

公募手続きを導入

4043 （財）全国建設研修センター
平成１７年度土木施工管理技術検
定支援作業

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年11月10日 19,740,000

本作業を実施するにあたっては、試験事務を行うことができる「指定試験機関」に指定されて
おり、申請に対して迅速かつ確実な作業を行うために必要な情報を管理し、かつ、個人情報
を取り扱う体制が整っている必要がある。上記法人は、国土交通省における建設研修の充
実に協力すると共に広く建設技術等の普及向上をはかることを目的とし、各種の研修、試験
業務を行っており、土木施工管理技術検定については建設業法第２７条の２に基づき、昭和
６３年１０月１７日に「指定試験機関」の指定を受け試験事務を実施している。また、昭和４４
年に土木施工管理技術検定が制度化されて以来、現在までの合格者に関する個人情報を
蓄積・管理し、迅速かつ適正な審査発行等の事務処理を行っており、個人情報を取り扱う体
制が整っている唯一の機関である。以上の理由により、契約の性質、目的が競争を許さない
ことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により上
記法人と随意契約を締結するものである。

その他のもの 　－

4044 （財）国土技術研究センター
平成１７年度公共工事の発注及び
監督検査体制に関する検討業務委
託

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年12月5日 8,925,000

本業務の実施にあたっては、平成１７年４月に施行された「公共工事の品質確保の促進に関
する法律」（以下「品確法」）を踏まえ、検査に関する法令、要領、基準等の熟知はもとより、
行政的な立案能力を有する事が求められる。また、工事成績評点と落札率、工事難易度等、
公共工事の執行内容との関連性を検討するものであり、恣意的判断を排除した公正な評価
が必要となる。上記法人は、「わが国における建設技術発展の支柱となり、国と社会が要請
する新しい建設技術に関する研究開発を総合的、かつ、効果的に行うとともに、新しい建設
技術の活用と普及を行うことにより、建設技術水準の向上を図り、もって国民福祉の向上に
寄与すること」を目的に設立された財団法人であることから中立性・公平性を有し、かつ行政
的視点に立って業務を遂行することが可能である。 また、上記法人は適正な工事施工の確
保など建設マネジメントに関する調査・研究等を行っており、工事の品質確保に関する十分
な専門知識を兼ね備えていることからも、本業務に求められる公共工事の執行に関する種々
の知見と適正な品質確保・向上策の立案能力を有しており、本業務を円滑、的確かつ、効率
的に遂行することができる。及び、上記法人は現在施行されている監督技術基準、検査技術
基準、マニュアルの改訂に携わっており、過去の改訂に至る経緯、検討過程等に熟知・精通
しており、監督・検査の執行に関して十分な知識を兼ね備えている。 なお、昨年度からの継
続業務であり、昨年度は適正な品質の確保及び向上を求めるための方策について、工事発
注及び監督検査体制等のあり方について幅広い観点からの検討を行っている。以上の理由
により、上記法人と会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
基づき、随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（8,925,000円）

公募手続きを導入

4045
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度　委託業務情報検索シ
ステム改良業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年12月12日 4,956,000

国土交通省「業務等成績評定要領」により実施されている業務および技術者の項目別評定
点について、TECRISシステムを活用した検索可能なデータベースとして整備するとともに、各
地整に自動送信･付与し、業務発注時の企業選定に活用する。TECRISに関するプログラム
及びデータベースの著作権を有している。
以上の理由により、契約の性質、目的が競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項
及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により上記法人と随意契約を締結するもので
ある。

その他のもの 　－
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4046
（財）日本建設情報総合セン
ター

入札公告等作成支援システム改良
等業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成18年1月17日 12,547,500

本業務の遂行にあたっては、入札公告等作成支援システムを新サーバ環境で動作検証及び
システム改良を行い、上記法人が運営委託されているＰＰＩシステムとデータを送受信し、エ
ラー無くデータのホームページ掲載を行えるように、不具合の改良を行う必要があることか
ら、システムの開発経緯や過去の不具合改良経緯に関して、入札公告等作成支援システム
とＰＰＩシステムの両システムに熟知・精通していると共に、契約制度やその運用の細部に渡
り内容を十分理解していることが必要条件となる。
上記財団法人は、建設事業の円滑な執行に資する情報システムの調査研究を行い、これを
広く普及するとともに、情報技術の活用により建設事業の効率化を図ることを目的に設立さ
れた財団法人であり、平成１３年度から運用しているＰＰＩ並びに入札公告等作成支援システ
ムの開発・改良を実施しているほか、ＰＰＩヘルプデスクを運営していることから、両システム
開発経緯や過去の不具合改良経緯に関して業務を遂行する上での必要な知識・技術を蓄積
している。
また、一連の契約手続きである電子入札システムやＴＥＣＲＩＳ／ＣＯＲＩＮＳなどの実績情報
サービス等のシステム開発も行っており、建設情報及び契約制度に関して熟知し、高度な知
識と高い技術力を有し、既存システムとの連携を図ることのできる唯一の機関である。
以上の理由から、（財）日本建設情報総合センターと、会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（12,547,500円）

4047
（財）日本建設情報総合セン
ター

中越地震復旧工事における建設資
材・建設副産物輸送提供システム
に関する調査業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成18年1月17日 7,497,000

本業務の検討にあたっては、(財)日本建設情報総合センターが運営する「建設副産物情報交
換システム」(COBRIS、以下、システムという。)と連携し、情報の入出力の共通化の検討が不
可欠となる。このため、システムとの相互情報交換へのための変更・改良を含めた検討の必
要が生じるため、システムに精通していることが必要である。 (財)日本建設情報総合セン
ターは、システム構築に当初から開発主体として関わり、現在に至るまでシステムサポートを
含めた運営・管理を実施していることから、システムに も精通しておりノウハウを有してい
る。よって、検討を予定しているシステムが効率的に利用されるためには、実施に必要な経
験、能力を有する(財)日本建設情報総合センターが本業務を行うことができる唯一の機関で
ある。
以上の理由により、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（7,497,000円）

公募手続きを導入

4048 （社）建設電気技術協会
通信鉄塔に関する震災対応検討業
務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年12月12日 16,695,000

本業務の実施にあたっては、国土交通省における通信鉄塔及び通信ネットワークについての
全般的な見識と、関係する電気通信設備との相互関係及び機能について高度な知識と豊か
な経験が必要であり、かつ、通信鉄塔を含む電気通信技術に関する調査研究に精通、熟知
し、広範な知見が不可欠である。さらに、基準についての検討を行うため、公平、中立で、行
政的視野に立った判断が必要である。社団法人建設電気技術協会は、電気・通信・電子応
用・情報通信技術をもって建設事業の効率化、省力化、経済化及び高度化等を図り、国土の
均衡ある整備、保全及び経済の発展に寄与することを目的として設立された公益法人である
ことから、公平、中立で、行政的視野に立った判断を行う法人である。加えて、建設事業にお
ける電気技術に関する調査研究、情報・資料の収集・整備とその提供、標準化等をその業務
としており、国内外における電気通信分野の技術の動向調査、建設事業に関する通信鉄塔
を含む電気通信設備等の基準化、標準化の検討（各種施工マニュアル策定）等の実績が豊
富である。ゆえに、同協会は公益性、高度な技術、国土整備事業における通信鉄塔を含む
電気通信設備に関する豊かな経験を有しているものであり、この業務を履行できる唯一の法
人である。よって以上の理由により、会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計令１０２条
の４第３号に基づき、社団法人　建設電気技術協会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（16,695,000円）

公募手続きを導入

4049
（社）河川ポンプ施設技術協
会

機械設備の故障等データベース検
討業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成18年1月23日 18,375,000

本業務は、老朽施設が増加する中で、ポンプ設備の信頼性を保ちつつ維持管理・更新費用
を縮減するための検討であり、揚排水ポンプ設備や排水機場に係わる技術基準や設計指
針、点検整備要領やその策定経緯に精通する等幅広く、多くの知識と高度な技術力が必要
である。また本業務の実施にあたっては、ポンプ設備に関する広範な情報を必要とし、これら
のデータを体系的に保有し収集する必要がある。さらに更新費用の縮減検討にあたっては、
特定の技術や企業からは異なる公平かつ中立な立場での実施が必要不可欠である。上記
の条件を満たすのは当該財団以外にない。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号により、上記法人と随意契約
を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（18,375,000円）

公募手続きを導入

4050 （社）雪センター
平成１７年度除雪機械配備計画検
討業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年12月26日 8,190,000

本業務は、過去２ヶ年の検討結果を基に、現行配置基準の補正手法の検討、異常豪雪時等
の機械台数不足に対する対応策の検討を行い、除雪機械配備計画技術資料(案)として 終
的なとりまとめを行うものである。 (社)雪センターは、「官学民協力して雪に関する諸問題に
取り組み、活力ある雪国づくりを目指す核として、地域振興と国民生活の向上に寄与するこ
と」を目的に設立された公益法人であり、過去２ヶ年にわたって本検討業務を実施している。
今年度本業務の遂行にあたっては、過去２ヶ年に取得したデータ及びその分析過程を十分に
熟知していることと、検討結果を現行配置基準に適切に応用できることが必要不可欠であ
る。以上の理由により、(社)雪センターは、本業務を遂行できる唯一の法人であることから、
会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（8,190,000円）

公募手続きを導入

4051 （財）河川情報センター
Ｗｅｂサイトによる河川災害情報の
提供方法検討業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年6月3日 14,983,500

本業務は、河川災害情報提供についての検討を行うものである。当該財団は、河川災害情
報など大量の河川情報を一般国民や関係行政機関などへ速やかに的確に提供することにつ
いて、代替性のない特定の知識等を有する唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項・予
決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4052
（財）リバーフロント整備セン
ター

河川を活かしたまちづくりのための
河川の整備、活用方策の検討業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成18年1月17日 15,750,000

本業務は、河川を活かしたまちづくりの事例調査を通じて、まちづくりと一体となった河川整
備、河川利用の推進を図るために、河川整備、利活用に係るガイドラインを策定するもので
ある。検討にあたっては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、全国の河川空間
整備、利用事例の情報を保有し、その事例から河川空間整備、利活用上の諸課題、対応策
等を分析、類型化したデータを保有している必要があるが、そのようなデータを有しているの
は当法人が唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、こ
れらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項・予決令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入
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4053 （財）国土技術研究センター
平成１７年度河川管理施設等被災
実態分析評価検討業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年8月8日 21,630,000

昨年度までの当該業務に携わっていることから、これまでの分析・評価の手法を有し、検討
経緯等を熟知している。また、これまでに「改訂 解説・工作物設置許可基準」「河川管理施設
等構造令」等、河川関係の構造基準等の策定に関する調査研究の実績を多数有し、本業務
の実施のベースとして必要となる総合的な技術力及び知識、経験の蓄積を有するとともに、
公益法人として中立性、公平性を備えている。本業務を遂行できる唯一の機関であるため、
会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき、上記法人と
随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4054 （財）河川情報センター
平成１７年度　河川情報監視及び検
証業務委託

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年4月1日 35,490,000

当該財団は河川情報提供システムの著作権を有している。また、システムの開発者として、
大量の河川情報を提供する河川情報システムについて代替性のない特定の知識等を有して
おり、常時稼働する必要があるシステムに異常が発生した場合においても緊急対応能力を
有している。さらに、災害時の危機管理として、24時間365日のデータ監視体制を構築して精
度の高い監視業務を実施するとともに、県や市町村などからの問い合わせにも対応してお
り、大量の河川情報の監視について代替性のない特定の知識等を有しており河川情報の監
視、精度向上ができる唯一の者である。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号)

その他のもの
 －　　　　　　　　　　（随意契約によらざ
るを得ないもの）

4055
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

北陸地方ダム等管理フォローアップ
業務委託

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年4月21日 27,090,000

管理段階における治水・利水実績、水環境や生態系等の環境への影響等の分析評価を行う
ためには、渇水頻度や富栄養化の程度、外来種の増加傾向などの課題抽出において、全国
の管理ダムの状況と比較する必要があり、全国的なダム管理情報のDBである、ダム諸量
DB、経年的水質DB、河川水辺の国勢調査「ダム湖版」DB等を利用することが必要不可欠で
ある。WECが保有するこれらのDBは、長期間における管理ダムのフォローアップ分析評価実
績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるDBである。さ
らに、総合的な分析・評価を行い、必要な改善を図るためには、関係する学識経験者等の協
力のもとに、高度な知識及び 新の情報をさらに蓄積していく必要があるとともに、全国的な
広範な知見のもとに、中立かつ公平な立場で統一的に、行政上の政策検討する必要があ
る。ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由か
ら本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法第 29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4056 （財）河川情報センター
平成１７年度　水文観測高度化及び
データ品質照査業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年7月8日 34,440,000

当該財団は、高度照査プログラムの著作権を有している。高度照査プログラムの開発者とし
て、当該プログラムとそれを用いたデータの高度照査について、代替性のない特定の知識等
を有している。また、当該財団は、高度照査のシステムを開発するなど、高度照査に関して代
替性のない特定の研究の成果を有しており、水文観測データの高度照査のできる唯一の者
である。(会計法２９条の３第４項、予決令102条の４第３号)

その他のもの
 －　　　　　　　　　　          （随意契約
によらざるを得ないもの）

4057 （財）河川情報センター
水防災情報周知に関するガイドライ
ン検討業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年8月25日 12,600,000

本業務は、水防災情報周知に関するガイドラインの検討を行うものである。
　本業務を実施するためには、
①ハザードマップに関する豊富な知識及びデータを保有すること、
②技術の客観性を確保するために学識者の意見を聞きながら検討を進めること、
が必要不可欠である。
　当該財団は、
①ハザードマップ作成ガイドラインの策定を通じてハザードマップを熟知するとともに、ハザー
ドマップの事例・データを豊富に保有
②数多くの技術検討会等の企画運営を通じて多くの学識者とのネットワークを保有
している唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4058
（財）日本建設情報総合セン
ター

河川現況調査要綱検討業務
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年10月7日 7,959,000

システムの特徴であるGISとデータベースの重ね合わせについては、データ毎に異なるフォー
マットで作成されたデータベースを容易に処理できる唯一の画像情報処理技術を用い、これ
をベースにシステム構築を行うことは必要である。（財）日本建設情報総合センターはこの技
術を用いた処理システムを有する唯一の機関である（米国特許取得済み）。一方、河川現況
調査のデータベースは、異なる主体がどのようなシステム環境で作成しても精度の同一性が
細部まで確保できるよう、詳細な作成手順等を中立性・公平性をもって示すことが必要であ
る。このような、上記法人独自の技術を要し、データベース作成は一定程度の技術力のある
者であれば誰でも参画可能となる公平・中立なシステムの基本仕様を前提としたシステム基
本方針にあたる河川現況調査要綱を作成する本業務を実施できるのは、上記法人をおいて
他にない。(会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他のもの  －

4059 （財）河川情報センター
統一河川情報システム運営支援業
務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年11月7日 17,850,000

当該財団は、統一河川情報システムの著作権を有している。また、システムの開発者として、
大量の河川情報を提供する統一河川情報システムについて、代替性のない特定の知識等を
有している。当該財団は統一河川情報システムの定数設定等の改良ができる唯一の機関で
ある。(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他のもの
 －　　　　　　　　　　（随意契約によらざ
るを得ないもの）

4060
（財）日本建設情報総合セン
ター

北陸地方整備局管内一級水系流域
現況調査業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年12月2日 30,030,000

これまでにも全国の河川現況調査を実施し、そのデータを収集・蓄積しているとともに、平成
10年度から河川現況調査の自動集計計算システム及びGISによる集計計算の検討も独自に
構築し著作権を有するなど、河川現況調査に関する幅広い調査・研究等を長年実施してきた
機関である。今回業務においても、第8回河川現況調査要綱(案)に基づき上記法人が自動集
計計算システム等に必要な修正を行い業務を遂行するものであり、専門的な知識・経験、高
度な技術力を有する唯一の機関である。
　よって，会計法第29条の3第4項（予算決算及び会計令102条の4第3項）の規定により、上
記法人と随意契約を実施するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4061 （社）北陸建設弘済会
「北陸地方道路広報」企画・運営業
務委託

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年6月16日 5,880,000

 (社)北陸建設弘済会は、建設事業に関する行政の補助業務を行っている法人であり、行政
広報に関するノウハウの蓄積と精通した技術者を有している。また、公益法人として当整備
局管内各地域における広報活動並びに建設事業に関する講演会等の企画・運営業務を数
多く実施し、北陸３県・日本道路公団北陸支社等、関係機関との連絡調整の経験と機能を有
するなど、行政広報の企画検討に必要な知識と豊富な経験を持ち、利害関係のない中立・公
平な立場で円滑且つ確実に遂行可能な業務執行体制が整っている唯一の機関である。
以上の理由により会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約
するものである。

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの
（１８年度から一般競争入札等に移
行）

4062 （財）国土技術研究センター
平成１７年度　北陸の道路施策に関
する基礎的検討業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年11月30日 9,765,000

（財）国土技術研究センターは、
①地域整備、都市整備、大規模プロジェクト等の構想及び、マスタープラン等の立案並びに、
これらに必要な調査研究などを行う事を事業目的の１つとして設立された研究機関であり、
多分野にわたる広範な知識や視点から総合的に解析する能力を有している。
②第１２次道路整備五箇年計画（Ｈ１０～１４）策定時において、２１世紀に向けた道づくりに
対する国民の意見・提案の収集整理を実施し、国民ニーズを踏まえた道路の長期計画立案
に携わった唯一の法人である。
また、社会資本整備審議会・道路分科会・基本政策部会の運営にも参画しており、道路整備
計画の立案に関する全体像も把握しており、道路政策に関する豊富な行政的知見を有して
いる。
③道路整備計画立案に携わった有識者や学識経験者等との豊富な人材ネットワークを有し
ており、道路施策立案の背景等も的確に把握できる。
よって、本業務を遂行する条件を満たすのは上記財団以外にないと判断されるため、会計法
２９条の３第４号及び、予決令１０２条の４第３号に基づき、随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4063 （財）先端建設技術センター
山岳トンネルの耐震検討その２業務
委託

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年5月26日 11,340,000

本業務を実施するにあたっては、次の条件を満足する必要がある。①平成１６年度に調査し
たトンネルの被災状況についての十分な知見が必要であるとともに、平成１６年度に開催し
た検討委員会準備会での検討内容を熟知している必要がある。②全国的にも希な地震によ
る山岳トンネルの被災原因の検討においては、全国のトンネルの補修や補強に関する豊富
なデ－タを保有している必要がある。③公共性が高く多くの者が有する広範囲な情報、豊富
な知識・経験に基づく公平な検討を頂くため、学識経験者や専門技術者による検討委員会を
設置して、適切な指導・助言を受けながら進める必要があり、中立性・公平性が要求される。
（財）先端建設技術センタ－は、これまで多くのトンネルの設計・施工技術検討委員会の運営
実績を有しているとともに、平成１６年度の「山岳トンネルの耐震検討業務委託」を実施してお
り、以上の条件を満足する唯一の法人である。よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号により、上記業者と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4064 （社）雪センター
雪寒対策施設への震災影響調査検
討業務委託

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年9月22日 7,980,000

業務を円滑に遂行するにあたっては、次の条件が必要となる。・今後早期に実施対策・方向
性の検討を行うことから、全国の雪に関する対策・研究事例等を豊富に有し、北陸地方の雪
を客観的に評価できる機関であること。・被災市町村に対してヒアリングを行う必要があること
から、地方自治体と容易に調整を図ることができる機関であること。
(社)雪センターは、積雪寒冷地域等の地方自治体で組織する「全国雪対策連絡協議会」の代
表事務局を務めており、今回地震で被災し当該調査により雪寒対策検討を行う小千谷市、川
口町等の市町村は当法人の会員である。また、雪に係わる総合的調査・研究を行い全国の
雪に関する過去のデータや雪対策・研究事例を有している唯一の機関である。よって、会計
法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条４第３号により随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4065 （社）北陸建設弘済会 「ほくりく橋の日」企画検討業務委託
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年5月26日 7,560,000

本業務を遂行するにあたり、次の条件を全てにおいて満足する必要がある。
①国土交通省が実施している道路事業に関する施策及び北陸地方整備局が執行する道路
事　業全般について、その目的及び計画内容等に精通する行政的な高度な知識を有するこ
と。
②行政的視点からの、北陸地域の多様なメディアを利用した広報の知識・経験が豊富であ
ること。
③「ほくりく橋の日」実行委員会を構成する、学識経験者・県・日本道路公団・建設関係　社団
法人等の情報交換、連絡調整等を行う事や、「はしの橋コンテスト」の催事の実施　にあたっ
ては高い中立性・公平性を有していること。
（社）北陸建設弘済会は、企画検討に充分な橋や道路のノウハウを有しており、運営に当
たっては、その能力、経験が必要である、これまでに多数の道路行政補助業務に参画し、関
係する専門家等とも常に連携を図り、当該業務に必要な豊富な経験を持つとともに、行政広
報の蓄積と、今後の道路行政の円滑化に向けた分析・経験能力を持つ技術者を多数有し、
教育機関等にも連携・支援ができ、公共事業に関する豊富な行政的知見を有し当該業務を
円滑に履行する能力がある唯一の機関である。
従って、本業務を実施出来る上記財団と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４
項、予決令第１０２条４第３号）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの
（１８年度から一般競争入札等に移
行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4066 （社）北陸建設弘済会 設計要領（道路編）改訂検討業務
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年5月31日 8,085,000

業務の実施にあたっては、次の条件を全て満足する必要がある。
①　特定の者と利害関係が無く、道路設計・施工に関する技術情報等を公平、広範に収集が
可能であること。
②　各種指針、基準、通達、技術マニュアル等の内容に精通していること。
③　過去の改訂経緯や記載内容の決定根拠を熟知していること。
（社）北陸建設弘済会は、これまで本要領の改訂にたずさわり、過去の改訂経緯や記載内容
の決定根拠について唯一熟知している機関であるとともに、多くの技術マニュアル、各種設
計要領の編集経験を持っている。さらに、公益を目的とした建設事業関係の資料収集、編さ
んに関する業務を所掌業務として行っていることから、公平、広範に情報を収集することが確
実に実施可能な機関でもある。したがって、(社)北陸建設弘済会は本業務を実施できる唯一
の機関である。
したがって、本業務を実施できる唯一の機関である上記財団と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項、決令第１０２条４第３号）

見直しの余地があるもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4067 （財）道路保全技術センター
道路防災ドクター制度運用補助業
務単価契約

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年5月11日 2,868,218

本業務の遂行にあたっては、道路の管理・保全に関する行政的見地からの判断が伴い、道
路防災及び道路管理全般に精通し、地域の気象や地形・地質等の特性を十分理解し、継続
的な視点を有していることが必要である。
(財)道路保全技術センターは、行政行為の補助者として道路防災に関する要領等の作成に
携わっているほか、学識経験者、道路管理者等で構成する防災・管理に関する委員会運営
が豊富であることなど行政判断に必要なノウハウを熟知していると共に、本業務を遂行するう
えで必要な知識・経験を多く有し、現地の状況や特性及び関連する情報等に精通・熟知して
いる唯一の法人である。従って、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号により
随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

単価契約
公募手続きを導入

4068 （財）道路保全技術センター 道路施設情報管理業務委託
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年8月25日 12,600,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道路施設管理データベースシス
テムを開発し、当該システムの著作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広
い知識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守管理等を実施できる唯一
の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行うにあたっては、当システムの
活用が不可欠。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの

－

4069 （財）道路新産業開発機構 ＶＩＣＳ更新検討業務委託
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年12月26日 42,724,500

本業務の実施にあたっては、全国のVICSとの互換性・整合性を確保するとともに、正確かつ
円滑な移行作業の実施が必要である。道路新産業開発機構は、VICSに関する基本仕様書・
データフォーマット等のインターフェース仕様に関しての著作権を有し、研究開発から全国の
システム設計及び運用開始当初の作業全般に関わるとともに、VICSならびに既往関連シス
テムの構成についても熟知している等、本業務を遂行するに必要な技術的知識と経験を有し
た唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号） その他のもの -

4070 （財）国土技術研究センター 広域情報交換機能検討業務委託
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年12月26日 18,375,000

本業務の円滑・適正な履行にあたっては、次の条件が必要となる。
①これまで全国で整備されてきた広域情報交換機能及び道路通信標準の検証に関する知
識を熟知していること。
②特定のソフト・機器に依存しない公平性・公益性を担保し、 も効率的なシステムの検討を
行うことができること。
③これまで導入してきた北陸地方整備局のシステム環境に精通していること。
(財)国土技術研究センターは、総合的な技術を要する調査研究を行う非営利の法人であると
ともに、道路通信標準の開発及び道路通信標準の検証・評価に携わる唯一の機関であり、こ
れらに精通した人材を有している。また、平成１３年度の広域情報交換機能の導入から本業
務に携わっており、北陸地方整備局のシステム環境について精通している。
以上の理由から、上記法人は本業務を確実に履行できる唯一の機関であり、会計法第２９条
の３第４項並びに予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

4071
（財）交通事故総合分析セン
ター

交通事故統合データベース分析等
業務委託

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年12月26日 18,459,000

(財)交通事故総合分析センターは、道路交通法第108条の13第１項に規定する交通事故調
査分析センターとして、国家公安委員会から全国で唯一指定されており、警察庁が保有する
「交通事故統計データ」を利用して、交通事故防止及び交通事故被害の軽減に資するための
調査研究等を行うことを目的として設立されている。
本業務を行うにあたっては、警察庁等より提供を受けた交通事故統計原票等、道路交通法
で規定する特定情報を取り扱う必要がある。この情報を使用できるのは道路交通法が定め
るところにより、上記法人が唯一の法人である。
　以上の理由により、上記財団は本業務を円滑に遂行できる唯一の法人であることから、会
計法第２９条の３第４項並びに予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うものであ
る。

その他のもの -



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所
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契約を締結した日
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随意契約によることとした理由
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4072 （社）雪センター
冬期道路管理における官民連携検
討業務委託

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成18年2月9日 7,297,500

本業務の遂行にあたっては、歩道除雪等の住民協力の連携方策に対する広い専門知識と
北陸地域における冬期道路管理の現状に関するデータや、雪国の道路の問題点・課題等、
雪みちに関する幅広いデータと対策技術に関する知識を有していることが必要である。
（社）雪センターは、全国の雪寒地域にある約1,300 市町村のうち約6 割の会員を保有し、全
国の雪国の自治体と一体となった雪対策に取り組んでいる唯一の機関であり、雪に関わる専
門家等による委員会を組織し、官学民各界との連携を取りながら雪対策の調査、計画を推進
し行政上の知識・経験も豊富である。
また、快適な雪国生活のための調査研究について継続的に従事してきた経験があり、冬期
道路管理のみならず雪国の現状や問題点について豊富なデータとその対策技術に関する知
識を有している。
以上の理由から、上記法人は本業務を確実に履行できる唯一の法人であり、会計法第２９条
の３第４項並びに予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4073 （財）道路保全技術センター
緊急輸送道路の橋梁耐震３箇年プ
ログラムにかかる指標検討業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成18年2月9日 8,610,000

(財)道路保全センターは、橋梁、トンネル等の道路施設に関するデータ収集をはじめ、地震お
よび集中豪雨時の総合的な災害対策等に関する調査研究等を実施している。また、上記法
人が自主研究として構築している道路防災ＧＩＳに、全国の主要な防災拠点情報や緊急輸送
道路の指定状況、橋梁などの主要構造物情報など、本業務において必要となる基礎データ
が既に整理されており、上記法人がこれを保有している。
以上の理由により、上記財団は、本業務を円滑かつ迅速に遂行できる唯一の法人であり、会
計法第２９条の３第４項並びに予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4074 （財）道路保全技術センター
情報通信光管理システム改良検討
業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成18年2月9日 2,205,000

本業務の円滑・適正な履行にあたっては、Ｉｃｏｍのシステム環境に精通しているとともに、道
路区域内における地中埋設管路等の施設（情報ＢＯＸ、電線共同溝）の構造および管理に関
する知識を有している必要がある。
上記法人は、道路保全の技術に関する調査・研究、技術開発、システム開発整備、技術の指
導、情報の収集整理および提供等を行う非営利の法人であるとともに、平成１４年度にＩｃｏｍ
を開発した法人であり、同システムに精通した人材を有している。
以上の理由から、上記法人は本業務を確実に履行できる唯一の機関であり、会計法第２９条
の３第４項並びに予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの

－

4075 （財）道路保全技術センター 「道の駅」活性化方策検討業務委託
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成18年2月9日 5,985,000

道路保全技術センターは、道路行政に精通した土木技術者を多数有しているとともに、「道の
駅」の利便性と質の向上に寄与することを目的とする、各「道の駅」の設置者及び管理者を構
成員とした「「道の駅」連絡会」の事務局として全国及び各地区において「道の駅」の相互の
連絡、利用促進に必要な調査・研究等に取り組んでおり、各「道の駅」の状況に精通している
とともに、「道の駅」の評価の視点・ノウハウを蓄積している。
また、「道の駅」連絡会の活動として「道の駅」設置者である自治体と一体となって「道の駅」
の質的向上と活性化に取り組んでいる唯一の法人である。
本業務において、各「道の駅」の特性に応じた分析・評価を行い、各「道の駅」設置者である
自治体と一体となって「道の駅」の活性化方策を検討することができる団体は、上記法人をお
いて他にない。
以上の理由により、会計法第２９条の３第４項並びに予決令第１０２条の４第３号に基づき随
意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4076 （財）道路保全技術センター
子不知地区道路防災マップ基礎資
料作成業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成18年2月9日 3,570,000

本作業の遂行には、道路防災総点検に代表される斜面の安定度評価技術、全国の道路防
災対策事例、斜面防災対策の効果、事前通行規制の規制基準緩和の可否など、道路防災
に係る総合的な情報収集・分析能力が不可欠であり、また既往研究成果を豊富に有している
ことが必要である。
(財)道路保全技術センターは、平成８ ・９ 年度の道路防災総点検の実施要領の作成・点検
結果のデータベース化を行うとともに、全国で事前通行規制の解除・規制基準緩和の検討を
実施しており、道路防災に係るハード・ソフト両面での、豊富な知見と技術力を有している。
以上の理由から上記法人は本業務を確実に履行できる唯一の法人であり、会計法２ ９ 条の
３ 第４ 項並びに予決令第１ ０ ２ 条の４ 第３ 号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4077 （財）建築保全センター
官庁施設における環境負荷低減計
画検討資料作成業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年8月8日 3,150,000

本業務は、所掌する既存官庁施設のグリーン一次診断結果をもとに、各施設に取り入れ可
能なグリーン化技術の効果、温室効果ガス排出量の推移等を推測・分析し、2010年までに取
り組むべきグリーン化方策を「官庁施設の環境配慮診断・改修計画指針（国土交通省制定）」
に基づき策定するものである。策定に当たっては①官庁施設の運用段階における機能発揮
の効率化のための方策を熟知していること、②運用エネルギー算出及びグリーン化技術の
LCCO2算出を行い的確な分析ができること、が不可欠である。財団法人建築保全センター
は、①国土交通省で実施した「官庁施設の運用段階における機能発揮の効率化のための方
策検討委員会」の検討資料を作成するなど効率化のための方策を熟知し、②グリーン化技
術の効果、温室効果ガス排出量の推移等の推測・分析を行う「グリーン診断・改修計画指針
及び同解説対応計算ソフト」を開発していることから、本業務を遂行できる唯一の法人であ
る。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 「公募手続きを導入」

4078 （社）公共建築協会
顧客満足度の向上した施設整備に
関する検討資料作成業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成18年1月23日 8,400,000

本業務は、施設入居者、施設利用者、住民等の顧客に更なる満足度の向上した官庁施設整
備を図るため、官庁営繕業務で適用している基準類と完成施設の満足度調査結果を基に企
画段階から工事完成までの業務を一貫して分析・検討し、今後の施設整備の取組みに関す
る資料を作成するものである。このため、適用基準類に精通し、且つ、官庁施設の企画段階
から工事完成までの業務全般についての知識や顧客満足度に関する調査等の経験を有し
ていることが不可欠である。社団法人公共建築協会は、官公庁施設に関する基準類の調査・
検討業務の実績を有し、国土交通省の監修を受けて多くの解説書を編集・発行するなど、基
準類に精通し、平成１５年度に官庁営繕部が委託した「官庁施設整備における行政サービス
満足度調査資料作成業務」を実施し顧客満足度調査の実績もあることから、本業務を遂行で
きる唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 「公募手続きを導入」
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4079 （社）北陸建設弘済会 用地補償技術業務
松井　健一
信濃川下流河川事務所
新潟市文京町１４番１３号

平成17年5月31日 20,118,000

　本業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は勿論のこと、国
土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させ
る必要がある。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの（H19年度から一般競争入札等に
移行6,706,000円）、（企画競争等
13,412,000円）

公募手続きを導入

4080 （社）北陸建設弘済会 信濃川下流現場技術業務委託
松井　健一
信濃川下流河川事務所
新潟市文京町１４番１３号

平成17年4月1日 211,306,965

河川業務に関する専門的知識や現場技術者として施工管理を遂行するための専門的知識
を必要とし、さらに秘密の保持が要求されるものである。
   （社）北陸建設弘済会は、当該業務に必要な技術的・行政的知識を有する技術者が多く、
また本業務を継続的に実施しており経験も深い。
　以上のことから、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯一の法人であり、会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により上記団体と随意契約を
結ぶものである。

見直しの余地があるもの

①一部18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないものとし
たもの（25,800千円）、②一部一般競
争入札等に移行することとしたもの
（19年度から一般競争入札等に移行
11,449千円）、（企画競争等174,058千
円）

公募手続きを導入

4081 （財）先端建設技術センター
信濃川下流築堤・樋門施工技術検
討業務委託

松井　健一
信濃川下流河川事務所
新潟市文京町１４番１３号

平成17年4月21日 84,000,000

高度な技術力や豊富な専門的知識・経験を必要とする業務について、当法人が委嘱する技
術協力者から技術的に助言や協力により、業務の遂行に資する事を目的とした制度（以下、
「TC制度」という）があり、数多く実績をあげている。本業務は上記の理由からこのTC制度を
活用して検討を行うもであり、他に同様の制度を有する者はいないため、TC制度を有する当
法人以外に本業務を遂行できる者はない。従って、当法人は、本業務を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契
約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4082 （財）河川情報センター
破堤点別浸水想定区域表示システ
ム構築業務委託

松井　健一
信濃川下流河川事務所
新潟市文京町１４番１３号

平成17年6月24日 3,990,000

本業務は、動く浸水想定区域ビューワの作成を行うものである。当該財団は、動く浸水想定
区域ビューワについて、開発者として、代替性のない特定の知識等を有している唯一の者で
ある。(会計法２９条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号） 見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4083 （財）国土技術研究センター
信濃川下流築堤監理試行業務に関
する評価・検討業務

松井　健一
信濃川下流河川事務所
新潟市文京町１４番１３号

平成17年12月2日 17,850,000

特定の知見や事例に偏ることなく、公平、中立的な立場で業務を遂行する能力を有してい
る。また、「マネジメント技術活用方式試行評価検討会」(国土交通省）の運営にも携わるな
ど、公共工事発注者の事業執行体制・過程、マネジメント技術活用方式に関する幅広い知識
と豊富な経験を有している。以上のことから、上記法人は本業務を遂行することのできる唯一
の機関であることから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規程に
より、上記法人と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4084 （社）北陸建設弘済会 阿賀野川現場技術業務単価契約
野田　猛
阿賀野川河川事務所
新潟市南町１４－２８

平成17年4月1日 73,139,514

阿賀野川河川事務所管内の河川・砂防・地すべり事業に精通し、設計・積算、技術資料作成
及び工事監督等に関する豊富な経験及び行政的視点が必要で、さらに積算業務、事業予算
などにおける守秘義務の確保、中立性及び公平性の確保の観点から特定の利害関係を持
たないものであることが必要不可欠である。　(社)北陸建設弘済会は、上記の条件を満たす
唯一の機関である。よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により
上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの

①一部18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないものとし
たもの（7,740千円）、②一部一般競争
入札等に移行することとしたもの（19
年度から一般競争入札等に移行
10,392千円）、（企画競争等55,058千
円）

公募手続きを導入

4085
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

地すべり対策検討業務
野田　猛
阿賀野川河川事務所
新潟市南町１４－２８

平成17年6月17日 39,375,000

本業務は、滝坂地すべりにおける経済効果評価について再検討するとともに、滝坂地すべり
における安定性及び対策事業の効果検討を実施する。また、北部ブロックにおける地すべり
防止工事基本計画の追加検討を行うものである。
滝坂地区は地すべり範囲が広範囲に及ぶ大規模地すべりであり、多数のブロックが複雑に
絡み合い、地層・地下水水文構造・運動機構が非常に複雑である。この様な複雑な地すべり
機構の対策効果の評価、地すべり防止工事基本計画の検討等には地すべりに関する豊富
な経験と高度な知識を有し、地すべり機構を熟知していることが必要である。
当該機関は、全国全ての直轄地すべり対策事業の地すべり基本計画立案に関わる業務に
携わっており、高度な知識、経験を有している。また、地すべりに関するデータベースを保有
しており、このデータベースの活用が本業務の遂行に必要不可欠である。さらに、地すべりに
おける地すべり現象の任意の移動方向を評価することができる３次元安定解析プログラムを
開発するなど高度な技術と知識を有し、行政的な中立性・公平性を有している。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法会第２９条の３第４
項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4086
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

馬取川流域砂防施設検討業務
野田　猛
阿賀野川河川事務所
新潟市南町１４－２８

平成17年7月19日 12,705,000

本業務は、阿賀野川水系におけるこれまでの検討結果を踏まえて、馬取川流域における効
果的・効率的な砂防施設の配置計画立案をおこなうものである。
本業務の履行にあたっては、これまでに継続的に検討してきた新たな砂防基本計画の検討
経緯と背景を熟知していることに加え、 新の知見・手法に基づく土砂移動現象の再現シミュ
レーションの実施及び砂防施設の効果を評価できるシミュレーションモデルを構築するなどの
高度な技術力が必要である。また砂防計画策定においては行政判断に伴う検討を行う必要
があり、砂防事業に関する高度な知見・幅広い行政的経験が必要不可欠であり、公平・中立
的な立場を有していなければならない。
当該機関は、土砂災害に関するデータベースを保有しており、このデータベースの活用が本
業務の遂行に必要不可欠である。また、当該機関は砂防基本計画立案に関わる全ての業務
に携わり、さらに国土交通省で検討中の新しい砂防基本計画の策定指針(案)の策定にも関
わっており高度な知識、経験を有している。また、土砂動態の評価や砂防施設の効果を評価
できる各種シミュレーション技術に関する高度な技術力とそれらを適切に評価できる豊富な
知識を有し、公平、中立性をもって本業務を的確かつ円滑に遂行することのできる。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法会第２９条の３第４
項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4087 （社）北陸建設弘済会 阿賀野川広報戦略検討業務
野田　猛
阿賀野川河川事務所
新潟市南町１４－２８

平成17年7月29日 2,793,000

建設事業に関する行政の補助業務等を行っている。また、行政広報の企画・検討に関する十
分な知識と実績を有し、新聞社・ラジオ局などの報道機関との連絡調整を円滑に実施するこ
とができる。さらに、公益法人として中立・公平な立場で、行政広報の企画・検討を行うことが
可能である。
　以上の理由により、上記法人は、本業務を実施することの唯一の機関であることから、会計
法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（18年度から一般競争入札等に
移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4088
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

土石流災害被害想定区域調査業務
野田　猛
阿賀野川河川事務所
新潟市南町１４－２８

平成18年2月8日 3,570,000

当該業務は阿賀野川河川事務所管内において、土砂災害警戒区域等の保全対象情報をも
とに、ハード・ソフトのバランスを考慮した事業優先箇所の選定や事業展開手法の検討を行う
ものである。当該業務を遂行するにあたっては、①当該機関が開発し所有する「土砂災害危
険区域設定システム」（特許出願中）を活用し、土砂災害の危険性のある地区を正確かつ公
平に抽出する高度な知識、②当該危険区域で効果的に実施可能な地域活性化施策を考慮
した土砂災害防止のためのソフト対策に関する専門的知識、並びに③中立性・公平性等が
必要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4089 （財）道路環境研究所 横雲バイパス緑地検討業務委託
中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成17年6月3日 25,305,000

(財)道路環境研究所は、エコロード整備の手法等を整理した「自然との共生をめざす道づくり
－エコロードハンドブック－」を刊行するとともに、ロードキルの防止対策、野生動物の生息域
の分断防止対策、インターチェンジ内におけるビオトープ整備や法面緑化による生物生息空
間の創出など、数々の調査研究の実績を持ち、さらに環境アセスメントや道路環境・景観検
討等に関して豊富な知識と高度な技術力を有しており、かつ、道路環境に関する各種委員会
の豊富な運営経験を有している。
以上により、委員会の運営、業務の継続性も含め、当局が求める上記業務を的確に履行で
きるのは上記法人しかいないことから、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４
項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4090 （社）北陸建設弘済会
災害対策室の情報活用方法検討業
務委託

中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成17年4月6日 8,505,000

本業務は、従来にはない新たな試みとして、公益性の高い業務であり、民間等の意図された
結果に偏ることなく業務を進める必要があり、基本計画策定にあたっては、公平性、客観性
が要求される。また、行政の趣旨・目的に沿った成果を提出できる技術が必要とされる。
(社)北陸建設弘済会は、道路行政に精通した人材を多く有し、また当事務所の情報管理業務
の実績があり、これまでの経験・技術等を有している唯一の法人である。また、全国の弘済
協議会のネットワークを介して先進的事例も入手しやすい。
以上のことから、本業務を遂行できるのは、上記以外に存在しないことから、随意契約を行う
ものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4091 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路パトロール支援
システム試行運用業務委託

中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成17年9月16日 17,640,000

本業務を実施するに当たっては、システムに関する開発、改良、検討等の業務実績を多数有
し、システムの内容を熟知していることが 重要となる。また、道路管理に関わる本システム
を開発するに当たっては、行政的経験、豊かな技術力及び道路管理業務に精通していること
が不可欠であり、的確な判断が必要とされる。
(財)道路保全技術センターは、道路管理の効率化・省力化を目的に、平成１０年度から本シ
ステムに関する初期システムの現地デモを実施、平成１２年度からは冬期巡回に対応できる
システム改良を開始、平成１３年度からは車載実証デモを実施した実績を有している。また、
現場のニーズを盛り込みながら開発・改良・検討等を行ったシステムであることから、業務目
的を履行できる機能を有するシステムは他にない。
以上の理由から、業務経験が豊富であり、本業務の高度化についても提案できるのは上記
法人において他にない。従って、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予
決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（19年度から企画競争を実施し、その
後総合評価による一般競争に移行
事業とりやめ25,800,000円、一般競争
に移行24,025,466円、企画競争に移
行329,720,890円）

公募手続きを導入

4092 （財）道路保全技術センター 道路施設情報管理業務委託
中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成17年11月17日 27,195,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道路施設管理データベースシス
テムを開発し、当該システムの著作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広
い知識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守管理等を実施できる唯一
の機関である。全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行うにあたって
は、当システムの活用が不可欠。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他のもの
 －　　　　　　　　　　          （随意契約
によらざるを得ないもの）

4093 （財）道路保全技術センター
車道透水性舗装現場適用性調査作
業

中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成17年5月9日 8,925,000

本作業の実施にあたっては、１）道路雨水の地下浸透技術実用化に関する委員会、車道透
水性舗装に関する検討会の検討結果を基に作業を進める必要がある。
２）透水性舗装に関する豊富な知識と実績を有している。
ことが必要不可欠である。
(財)道路保全技術センターは、上記委員会、検討会の事務局を担当しており、本省、独立行
政法人土木研究所と綿密な打ち合わせの基に本地区を含め、全国１０箇所の構造断面、調
査方法を検討しているため作業に精通している。また、排水性舗装性能評価業務、排水性舗
装技術検討業務等の実績が多く、透水性舗装に関する豊富な知識を有している。
よって、本作業の速やかな対応と良好な成果を得るため、上記法人と随意契約を行うもので
ある。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4094 （財）海洋架橋・橋梁調査会
萬代橋・柳都大橋維持管理計画策
定業務委託

中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成17年10月26日 7,245,000

本業務の遂行に当たっては、橋梁構造物に関する点検・要因分析等の業務経験及び補修経
験が豊富な技術者を有していること、これまでの橋梁生産システムから更新・補修も含めた
総合的な資産管理システムへの転換が求められていることから橋梁のマネジメントに関して
も精通していること、さらに、重要文化財としての橋梁の維持管理にも精通していることが必
要である。(財)海洋架橋・橋梁調査会は、橋梁の「保全に関する調査・研究」「性能評価、審
査、検査に関する調査研究・開発」「定期点検実施の指導監督補助」及び「補修・補強の計画
立案等支援」等、橋梁に関する高度な技術、経験、資料などを豊富に有している。同法人は、
橋梁定期点検においては点検業者への教育・指導及び健全度の判定を行う立場にあること
から北陸地方整備局管内においても永年にわたり橋梁点検業務及び橋梁検査業務に携わ
り、行政的な視野に立った広範な知見も有している。また「橋梁の維持管理の体系と橋梁管
理カルテ作成要領案」「橋梁定期点検要領案」「コンクリートの塩害に関する特定点検要領
案」等を取りまとめた「道路橋マネジメントの手引き」を発行していることから、橋梁の維持管
理・マネジメントに関して十分な実績がある。さらに同法人は、萬代橋と同様に国の重要文化
財に指定されている日本橋の橋梁維持管理計画策定にも参画していることから重要文化財
としての橋梁の維持管理にも精通している。以上から、同法人は本業務に必要となる３つの
要件を全て満たしており、本業務を円滑かつ確実に遂行できる唯一の者である。よって、随
意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4095 （社）雪センター
凍結防止剤散布の効率化に関する
検討業務委託

中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成17年11月25日 31,290,000

本業務の遂行にあたっては、①線的な路線データによる凍結防止剤散布技術に関する知
識、②道路の除雪技術全般に関する知識、の保有が不可欠である。
(社)雪センターは、路面の凍結防止方法、路面の線的データに関わる収集技術（サーマル
マッピング調査）に関わる特許を取得しており、冬期道路管理に関わる技術資料である「除
雪・防雪ハンドブック」や地域や道路事情に応じた対策工法を選択する際の参考資料となる
「冬期路面対策事例集」を発刊するなど、道路の除雪に関する豊富な技術等の知識を有して
いる。また、全国の雪寒地域にある約９５０市町村のうち半数の会員を有し、全国の雪国の
自治体と一体となった雪対策に取り組んでいる唯一の機関であり、雪に関わる専門家等によ
る委員会を組織官学民各界との連携を取りながら雪対策の調査、計画を推進し行政上の知
識・経験も豊富である。従って、本業務を遂行する条件を満たすのは、上記法人以外にいな
いと判断されるため、随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4096 （社）雪センター
冬期道路交通確保計画策定業務委
託

中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成17年12月6日 11,287,500

本業務の遂行にあたっては、
①集中豪雪など不測の事態における危機管理（リスクマネジメント）についての広範な知識と
総合的な技術力が必要である。
②雪氷災害時における渋滞緩和対策、規制・事故対策、情報対策などの諸対策は関係行政
機関と連携して実施するため、行政機関に精通している必要がある。
③道路の除雪技術全般に関する知識の保有が不可欠である。
(社)雪センターは石川県地方において平成１６年１月の豪雪を契機に策定された「冬期道路
交通確保連携計画」の４作業部会のほか、調整会議、冬期交通安全対策検討会の運営に参
画している。
また、全国の豪雪地域にある約９５０市町村のうち半数の会員を有し、全国の雪国の自治体
と一体となった雪対策に取り組んでいる唯一の機関であり、雪に関わる専門家等による委員
会を組織し官学民各界との連携を取りながら雪対策の調査、計画を推進し行政上の知識・経
験も豊富である。
さらに冬期道路管理に関する技術資料である「除雪・防雪ハンドブック」や地域や道路事情に
応じた対策工法を選択する際の参考資料となる「冬期路面対策事例集」を発刊するなど道路
の除雪・防雪に関する豊富な技術等の知識を保有している。
　したがって本業務を遂行する条件を満たすのは上記法人以外にいないと判断されるため、
随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4097 （財）道路新産業開発機構
日本海東北自動車道豊栄ＳＡス
マートインター検討業務委託

中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成17年11月7日 77,490,000

本業務を遂行する上で、以下の要件を満たす必要がある。①「ＳＡ・ＰＡに接続するスマートＩＣ
社会実験」の趣旨に精通していること。②全国の高速道路等に幅広く設置・運用されている
自動料金収受システム（ＥＴＣ）について、そのノウハウと経験を有していること。③手前で一
旦停止するスマートＩＣ用のＥＴＣ路側機器の仕様、配置計画、製作、設置及び運用に関する
ノウハウを有すること。④一般車両の利用により機器の運用実証が行われるものであり、機
器トラブルなど不測の事態に対し迅速な対応が可能であること。
「ＳＡ・ＰＡに接続するスマートＩＣ社会実験」は国土交通省が本格導入に向けて行う社会実験
施策である。(財)道路新産業開発機構は国土交通省の指導の下で、コスト縮減を図った一時
停止型ＥＴＣ機器の開発を進めてきた経緯があり、上記①～④の要件を満たす唯一の者であ
る。以上のことから随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4098 （財）道路空間高度化機構
平成１７年度新潟駅～古町地区道
路空間再構築検討業務

中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成18年1月12日 15,382,500

(財)道路空間高度化機構は、「新しい道路設計便覧（案）」等の刊行や「新しい道路設計便覧
(案）」講習会 を実施し、行政的な視野に立った広範な知識を有している。加えて、「立体道路
事例集」、官民の連繋による「歩行者空間整備事例集」などに携わり専門的な知識を有して
いる。さらに同財団はこれまでにも当事務所で「新潟駅～万代地区道路空間再構築検討業
務（平成１５年度）」、を実施し、制度や事例を調査し複数のマスタープラン（案）提案に主体的
に関与し、本業務の検討趣旨、沿道地域の状況、関係自治体などに熟知している。また、国
土交通省関東地方整備局において、「新宿駅南口地区基盤整備事業基本計画検討業務委
託（平成１６年度）」等にも携わり、交通結節機能強化、道路施設整備及び道路空間高度活
用に関する調査検討等を実施していることから、都市基盤整備に関する高度な知識と豊富な
経験を有している。以上から、同法人は本業務に必要な要件を全て満たしており、継続的な
検討及びワーキング運営を遂行できると判断できる唯一の機関である。以上に理由により、
随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4099 （社）北陸建設弘済会
信濃川河川事務所企画広報補助業
務委託

宮川　勇二
信濃川河川事務所
新潟県長岡市信濃１丁目５番３０号

平成17年4月18日 31,395,000

信濃川河川事務所におけるイベントの開催等に関する広報活動業務の経験が豊富であると
ともに、関係機関等との調整を円滑に行うことが出来る。また、信濃川大河津資料館に関して
は、開館当初（昭和５３年）から管理運営に携わり、資料館展示物及び所蔵資料についての
豊富な知識を有している。
   したがって上記法人は、本業務の目的を確実に履行できる唯一の者であり、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（18年度から一般競争入札等に
移行）

4100 （財）土木研究センター
大河津可動堰水理模型実験業務委
託

宮川　勇二
信濃川河川事務所
新潟県長岡市信濃１丁目５番３０号

平成17年6月13日 147,000,000

全国的に他河川における数多くの水理模型実験を実施してきたなど豊富な実績を有してい
る。また、国土技術政策総合研究所河川研究室の指導を得た模型実験を多数行っており、
その指導下で作業を行うことに習熟しておるなど十分な技術能力と経験を有している。
  以上のことから上記法人は、模型実験業務としての継続性、業務内容の遂行に要求される
高度で専門的な能力と行政的経験、信頼性の観点から、本業務の目的を確実に履行できる
唯一の法人であることから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基
づき、上記法人と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入
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4101
（財）リバーフロント整備セン
ター

大河津可動堰改築環境モニタリン
グ解析業務委託

宮川　勇二
信濃川河川事務所
新潟県長岡市信濃１丁目５番３０号

平成17年7月14日 23,940,000

「放水路事業における環境影響評価の考え方」をとりまとめる際の河川事業環境影響評価研
究会メンバーとして、また「河川事業の計画段階における環境影響評価の分析方法の考え
方」を取りまとめる際の検討委員会の事務局を務め、河川技術、生物関係技術及び両者を
結びつける総合技術に高度な能力と経験を有する技術者を擁するとともに、自然再生など環
境インパクトの影響の評価手法を確立しており、極めて複雑な現象である河川生態系につい
て的確な解析検討を実施することが可能であり、かつ、これまでの大河津可動堰に係る環境
調査、影響予測、評価及び環境保全措置をまとめるにあたり環境調査委員会の各委員から
指導・助言頂いてきた内容について把握し、とりまとめ・検討の経緯を熟知している。
　以上のことから、財団法人リバーフロント整備センターは本業務を円滑に遂行するために必
要な技術力・経験等を有する唯一の機関であることから、会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３号に基づき、上記法人と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（平成１９年以降総合評価による一般
競争に移行）

4102 （社）北陸建設弘済会 現場技術業務委託

坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地
１

平成17年4月1日 379,546,356

本業務の遂行にあたっては、道路法、道路構造令及び道路関係法規の熟知に加え、豊富な
道路行政の経験があり、地域特性を把握していることが求められる。また、業務の履行場所
が広範囲にわたり、業務の性質、形態から専門的な知識を持ち合わせて、業務体制が整っ
ていることが必要である。
よって、これらの業務内容を熟知し、かつ道路行政に精通した者を数多く有し、信頼性が高
く、業務体制が整っている（社）北陸建設弘済会と、会計法第２９条の３第４項及び予決令第
１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの

「①一部１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないものとし
たもの（25,800,000千円）、②一般競争
入札等に移行することとしたもの（１９
年度から一般競争入札等に移行
24,025,466円）、（企画競争等
329,720,890円）」

単価契約
公募手続きを導入

4103 （財）先端建設技術センター
２８９号４号橋梁施工技術検討業務
委託

坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地
１

平成17年7月14日 8,610,000

本業務は、その施工難度から橋梁施工計画等に際しては、高度な技術力と豊かな知識経験
を必要とするものであり、多方面からの検討・評価を行い、その成果を実施設計に反映させ
なければならない。
(財)先端建設技術センターは、建設現場に即した合理的・先進的な技術、安全・確実で環境
に配慮した建設技術を支援するため専門的な知識・経験を有する責任ある技術者の協力を
得て、委員会方式で問題点に即した検討を行い、的確な提案を行うＴＣ
（TechnicalCooperator）制度を有し、高度な技術力を必要とする橋梁等の重要構造物の施工
方法の検討に多数の実績を有している。以上の事から（財）先端技術センターは、本業務を
遂行できる唯一の機関であり、同法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第
４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4104 （財）日本気象協会 気象情報等提供単価契約

坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地
１

平成17年4月1日 10,604,518

本業務は以下の２点について実施する。
１　オンライン端末機により、道路管理に必要な気象情報と雪氷や風予測・降水予測などの
データ等の提供を受ける。
２　道路管理体制を迅速化するために各種警報の発令、地震の震源地および震度情報を気
象庁の発表と同時に関係職員へ通知する。
これらの業務を的確に実施するためには、気象に関して広範囲の情報を迅速に入手把握し
処理することと経験、気象観測装置に関する知識が必要である。
これらの条件を満足し、さらに当事務所雪氷予測システム作成等業務委託の受注経験を持
ち、システムにも精通しているのは(財)日本気象協会しかないので、随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

単価契約

4105 （社）北陸建設弘済会 道路管理技術補助等業務委託

坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地
１

平成17年4月1日 134,773,031

本業務の遂行にあたっては、道路法、道路構造令及び道路関係法規の熟知に加え、豊富な
道路管理の経験、道路特性や地域特性を把握していることが求められる。また、当該業務の
履行場所が広範囲にわたり、業務の性質、形態から専門的な知識を持ち、合わせて業務態
勢が整っていることが必要である。
よって、これらの業務内容について熟知し、かつ道路管理に精通した者を数多く有し、信頼性
が高く、業務態勢も整っている（社）北陸建設弘済会と随意契約を行うものである。（会計法
第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

単価契約
公募手続きを導入

4106 （財）道路保全技術センター 道路施設情報管理業務委託

坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地
１

平成17年8月25日 22,260,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道路施設管理データベースシス
テムを開発し、当該システムの著作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広
い知識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守管理等を実施できる唯一
の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行うにあたっては、当システムの
活用が不可欠。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他のもの
 －　　　　　　　　　　          （随意契約
によらざるを得ないもの）

4107 （財）道路保全技術センター
長岡国道管内地理情報システム改
良その２業務委託

坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地
１

平成17年9月29日 19,320,000

(財)道路保全技術センターは、道路行政に精通した土木技術者や「MICHI」に係わる電子情
報技術者を多数有しているとともに、「MICHI」及び「パト支援システム」に熟知している唯一の
機関である。さらに、平成１３年度より実施してきた当システム改良業務においても十分な成
果を納めている。
また、「パト支援システム」及び「道路ﾌｫﾄ映像システム」は当該法人が唯一保有しているシス
テムである。
以上のことから、本業務に必要な行政的業務能力及びシステムを有する唯一の機関である
（財）道路保全技術センターと、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号により随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入
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4108 （財）日本気象協会
長岡国道雪氷予測システム改良業
務委託

坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地
１

平成17年11月29日 4,620,000

本業務の目的達成にあたっては、現在使用している(財)日本気象協会が開発した既存雪氷
予測システムを活用・改善することが も妥当であり、(財)日本気象協会及び国土交通省が
それぞれ収集する情報の位置・情報精度・内容等の妥当性、追加必要情報の有無等に関す
る公的判断が重要不可欠である。
また、本システムの構築にあたっては、北陸の厳しい気象変化、地理的特性、これまでの雪
氷特性等の適切な反映と判定が不可欠であり、これまでの継続的な気象情報提供経験が不
可欠な業務である。
 (財)日本気象協会は、公共の立場で気象情報を提供するとともに、長岡国道事務所の雪氷
予測システムの開発を行い、予測システムにおいて、当協会の観測データを活用し、予測精
度の向上に向けて常に努力し、永年に渡り北陸地方の気象に関する専門的知識と豊富な経
験、公共の立場を保持できる唯一の財団である。
以上の理由により、本業務を遂行できる唯一の者である上記財団と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

単価契約

4109 （社）北陸建設弘済会 道路管理現場機動業務

坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地
１

平成17年4月1日 161,561,015

業務の内容は、道路の点検、パトロール、道路施設の経常的補修等を行うものであり、　作
業内容から道路管理に関する技術的かつ行政的知識を持っており、現地の状況を十分に把
握し、速やかに対応できるものでなければならない。
(社)北陸建設弘済会は、当該業務遂行に必要な技術的・行政的知識経験に加え、道路　管
理業務に十分な知識を有しており、速やかな業務対応が可能で、かつ、業務体制も整　って
いる唯一の法人である。
以上の理由により、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

単価契約
公募手続きを導入

4110 （財）道路保全技術センター
道路パトロール支援システムその２
業務委託

坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地
１

平成17年4月25日 4,095,000

本システムは、道路管理の効率化、省力化を目的として道路パトロールを支援するシステム
であるが、このシステムは、（財）道路保全技術センターが、道路保全に関するシステムとして
開発整備したものであり、本機能を有するシステムは他にない。
以上の理由より、本業務の性質または、目的が技術的に履行可能なのは、上記法人のみで
あるため、随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4111 （社）雪センター 雪氷対策検討業務委託

坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地
１

平成17年7月21日 21,105,000

本業務の遂行にあたっては、「雪氷研究会及び専門懇談会」を開催し、学識経験者等からの
意見を頂きながら総合的な検討を進めることとしており、長岡国道事務所管内の雪氷状況を
十分に熟知しているとともに、研究会・懇談会資料の作成など豊富な雪氷に関する知識・技
術力が不可欠である。
特に、「雪崩巡視マニュアル」の作成にあたっては、雪崩危険度の判断基準等を盛り込む予
定であり、雪氷に関する豊富な情報と専門知識を有した技術者が不可欠である。
さらに、「雪崩データベースシステム」の構築にあたっては、これまで蓄積してきた長岡国道事
務所管内の雪氷データを適切に整理するとともに、関係機関（北海道開発局・地方公共団
体・日本道路公団・技術系大学等）の調査報告書及び研究資料等も合わせて取り込む予定
であることから、雪氷に関する豊富な情報の保有が不可欠である。
（社）雪センターは、当ｾﾝﾀｰの会員市町村が組織した「全国雪対策連絡協議会」など、総合
的で豊富な知識・経験・情報収集に卓越した唯一の者である。また、平成１６年度に当事務所
発注の「雪氷対策検討業務」請負実績も有している。
以上の理由により、本業務を遂行できる唯一の者である「（社）雪センター」と随意契約を行う
ものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4112 （社）雪センター
ＣＣＴＶ画像処理技術による道路管
理システム検討業務委託

坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地
１

平成17年8月31日 20,685,000

 （社）雪センターは積雪寒冷地における調査・計画、技術開発・評価、情報システム研究、事
業計画策定等に豊富な知識・経験と卓越した技術力を有し、昨年度においても  基礎調査を
行っていた実績があり、本業務を遂行する事ができる唯一の機関である。
以上の理由により上記委託者が今回の業務を遂行しえる唯一の委託者であると判断される
ので随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4113 （財）道路保全技術センター
異常気象時等規制基準値緩和検討
業務委託

坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地
１

平成17年9月13日 13,335,000

本業務の遂行にあたっては、道路防災に関する調査実績が豊富で、防災に関する技術者を
有すること、本業務に関する知見や道路管理に関する行政的経験が豊富な技術者を有して
いることが必要である。
（財）道路保全技術センターは、道路防災点検、震災点検業務を行う他、本件と同様の業務
の実績を有しており、高度な道路構造物保全技術、道路防災に関する 新の知識等を必要
とする業務等を行っていることから、上記財団法人に業務を委託することが も適切かつ有
利であると判断できる。また、他にこの様な技術力と経験を有するものは見あたらない。
以上の理由から（財）道路保全技術センターと随意契約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4114 （財）海洋架橋・橋梁調査会 和南津橋現況調査検討業務委託

坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地
１

平成17年12月1日 8,137,500

本業務を履行するには、震災により変状を起こした和南津橋の現状を的確に把握する必要
があるため、橋梁に関する高度な点検補修技術を有し、学識経験者等の委員会をふまえた
検討が求められる。
（財）道路保全技術センターは、橋梁点検補修技術に関する高度な知識を有し、技術開発・
運用に主導的な役割を果たすとともに、行政的立場で公正・的確な業務を実施できる唯一の
者である。
よって、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により、随意契約を結ぶもので
ある。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4115 （財）道路保全技術センター
大規模災害時における（情報ＢＯＸ・
電線共同溝）点検マニュアル作成業
務

坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地
１

平成17年7月7日 9,292,500

（財）道路保全技術センターは、下記のような電線共同溝・情報ボックスに関するマニュアル
等作成業務実績を有している。
①　道路管理者及び電力、通信などの事業者で構成する電線共同溝構造指針検討委員会
を運営し、計画、調査、設計、施工、維持管理の一貫した技術的指針となる「電線共同溝（道
路保全技術センター）」を（平成７年１１月）に取りまとめた。
②　北陸版「電線共同溝マニュアル（案）（平成１６年９月策定）」において、技術的検討及び
電線共同溝マニュアル検討会において連絡調整を行うとともに、平成１４年度から１６年度ま
で北陸地方電線類地中化協議会技術検討部会を運営し、マニュアル改定に関する技術検討
業務を取りまとめた。
③　近畿地方整備局が管轄する情報ＢＯＸを安全かつ良好な状態で一般の供用に資するた
め、情報ＢＯＸの点検及び補修方法について検討し、情報ＢＯＸの構造特性に合致した、より
適切な維持管理の確立を目的とした業務を行い（平成１３年３月）、この成果が北陸版「電線
共同溝・情報ボックス管理マニュアル（案）（平成１５年３月）」に反映されている。
また、（財）道路保全技術センターは、情報ボックス・電線共同溝に関する技術検討業務を熟
知し、民間コンサルタントにはない情報ボックス・電線共同溝に関する指針、マニュアルの策
定及び維持管理の確立など、専門知識と経験を有するとともに、委員会形式の技術部会の
運営実績を多数有する推一の機関であることから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの

－

4116 （財）道路保全技術センター
米山地区道路情報板に関する検討
業務

坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地
１

平成18年1月30日 13,230,000

 （財）道路保全センターは、道路構造物点検補修に関する高度な知識を有し、点検マニュア
ル等の作成実績も有しており、あわせて、米山地区の強風に伴う特殊通行規制基準検討業
務を過去に実施し当地区固有の風特性も熟知しており、かつ委員会の運営実績を多数有す
る唯一の機関であることから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第102条
の４第３号により随意契約を行うものである。

１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの

－

4117 （財）道路新産業開発機構
スマートＩＣ社会実験（大和ＰＡ）にお
けるＥＴＣ機器運用実証検討業務委
託

坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地
１

平成17年4月8日 107,782,500

（財）道路新産業開発機構は、近年自動料金収受システム（ＥＴＣ）の開発導入のための調査
研究を行ってきており、平成１５年度末には全国の高速道路の料金所にＥＴＣが導入されたと
ころである。
「ＳＡ・ＰＡに接続するスマートＩＣ社会実験」は国土交通省が本格導入に向けた社会実験施策
であり、上記法人が国土交通省の指導の下で、コスト縮減を図った一時停止型ＥＴＣ機器の
開発を進めてきていることから、本業務を実施出来る者は上記法人のみである。以上の理由
により、上記法人と随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１
０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4118 （財）道路環境研究所 八十里越環境調査業務委託

坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地
１

平成17年4月1日 29,925,000

本業務実施にあたり以下の条件が必要となる。
・道路環境に関する行政的視点での総合的な調査・研究やマスタープランの立案及び、各種
環境調査に関する科学的知見を有するなど、専門的かつ高度な技術及び経験を有している
こと。
・平成９年度の調査開始以来、イヌワシ等の生息が確認されており、今年度もイヌワシの重
要な抱卵期を迎えている。
このため、当該地域のイヌワシ等の生体に詳しく、その行動と工事の影響に関する十分な知
見を有していることに加え、過去から当該地区における猛禽類の観察及び、自然環境の保全
と整合を図った事業実施に向けての提案等の実績を有すること。
(財)道路環境研究所は、本業務に必要な情報、経験、実績等も有しており、業務遂行上必要
な上記条件を満足している。
さらに、平成９年度より実施してきた当該地区における業務においても十分な成果を納めて
いる。
以上の事から、本業務に必要な行政的業務能力を有する唯一の機関である(財)道路環境研
究所と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4119 （財）道路環境研究所 八箇峠道路環境調査業務委託

坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地
１

平成17年4月1日 45,328,500

本業務を遂行するにあたり以下の条件が必要となる。
・道路環境に関する行政的視点での総合的な調査・研究やマスタープランの立案及び、各種
環境調査に関する科学的知見を有するなど、専門的かつ高度な技術及び経験を有している
こと。
・平成１１年度の調査開始以来、オオタカ、ハチクマ等の生息が確認されており、昨年度はハ
チクマの営巣及び繁殖活動も見られている。
このため、当該地域のオオタカ・ハチクマ等の猛禽類に詳しく、その行動と工事の影響に関す
る十分な知見を有していることに加え、過去から当該地区における猛禽類の観察及び、自然
環境の保全と整合を図った事業実施に向けての提案等の実績を有すること。
(財)道路環境研究所は、本業務実施に必要な情報、経験、実績等も有しており、業務遂行上
必要な上記条件を満足している。
さらに、平成１１年度より実施してきた当該地区における業務においても十分な成果を納めて
いる。
以上の事から、本業務に必要な行政的業務能力を有する唯一の機関である(財)道路環境研
究所と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4120 （社）北陸建設弘済会 道路事業広報検討業務

坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地
１

平成17年5月30日 79,275,000

本業務を遂行するにあたり、次の条件が重要となる。
・北陸地方整備局として必要な行政的視点に立った、効果的な広報活動に関する調査・研究
を行う能力を有していること。
・当事務所の事業・施策を十分に理解し、総合的に把握していること。
・当事務所管内の特性や、管内各市町村の動向を常に把握し、イベント等の企画を行う知
識、経験を豊富に有していること。
・県・市町村・他事務所等共催する他の団体との情報交換や連絡調整機能等の行政補助能
力を有すること。
(社)北陸建設弘済会は、建設事業普及のための広報活動、建設事業に関する研究会・講演
会の開催、調査研究等を実施しており、本業務に必要な多くの資料、情報、人材を保有して
いる。
また、平成４年度より継続して同業務を受託しており、経験、知識を十分に蓄積している。
以上のことから、本業務に必要な業務能力を有する唯一の機関である、(社)北陸建設弘済会
と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの
（１８年度から一般競争入札等に移
行）

4121 （財）先端建設技術センター
一般国道１７号和南津トンネル技術
検討業務委託

坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地
１

平成17年9月2日 18,585,000

現在の和南津トンネルは盤下に桁を介してＪＲ上越線に接する特殊な環境にあり、トンネル
の拡幅方法、代替案の検討に対しては、多方面からの検討・評価を行うなど高度な技術力と
豊かな知識経験を必要とする。
(財)先端建設技術センターは、建設現場に即した合理的・先進的な技術、安全・確実に施工
する建設技術を支援するため専門的な知識・経験を有する責任ある技術者の協力を得て、
委員会方式で問題点に即した検討を行い、的確な提案を行うＴＣ（Technical Cooperator）制
度を有し、高度な技術力を必要とするトンネル等の重要構造物の施工方法の検討に多数の
実績を有している。
以上の事から（財）先端建設技術センターは、本業務を遂行できる唯一の機関であり、同法
人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4122 （財）道路新産業開発機構
スマートＩＣ社会実験（大和ＰＡ）にお
けるＥＴＣ機器運用等業務

坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地
１

平成17年9月30日 6,762,000

（財）道路新産業開発機構は、近年自動料金収受システム（ＥＴＣ）の開発導入のための調査
研究を行ってきており、平成１５年度末には全国の高速道路の料金所にＥＴＣが導入されたと
ころである。
「ＳＡ・ＰＡに接続するスマートＩＣ社会実験」は国土交通省が本格導入に向けた社会実験施策
であり、上記法人が国土交通省の指導の下で、コスト縮減を図った一時停止型ＥＴＣ機器の
開発を進めてきており、大和ＰＡにおけるＥＴＣ路側機器のシステム設計及び社会実験当初
からの運用も担当していることから、本業務を実施出来る者は上記法人のみである。
以上の理由により、上記法人と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行　一般競争
入札に移行2,672,000円、企画競争に
移行4,090,000円）

公募手続きを導入

4123 （社）北陸建設弘済会 砂防設備巡視業務委託
山口　真司
湯沢砂防事務所
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２３番地

平成17年6月29日 19,425,000

砂防設備の位置や構造に精通しているとともに、各々の砂防設備の状況について十分に把
握している。また、砂防行政の補助として経験豊富な技術者を多く擁しており、砂防設備の機
能に大きな影響をもたらすような損傷等について的確に把握することが期待できるとともに、
治水上支障となる違法行為についての判断や迅速な報告の実施など、行政的な面も含め砂
防設備の巡視に係る高い知見を有している。
　以上のことより、（社）北陸建設弘済会は本業務の目的を果たし、実務内容を的確に実施す
ることができる唯一の法人であるため、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３
項に基づき、随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4124 （財）建設技術研究所 清津川水理模型実験業務委託
山口　真司
湯沢砂防事務所
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２３番地

平成17年7月6日 34,965,000

砂防分野については大規模な砂防水理模型実験を数多く手掛け、社会的に評価の高い成
果をあげている。また、砂防技術に精通し、豊富な経験を有しており、これまでに直轄の砂防
事務所や当事務所の困難な解析にともなう砂防水理模型実験業務に数多く携わるなど、砂
防水理模型実験に精通しており、大規模砂防水理模型実験場も有している。さらに、昨年度
当事務所が実施した砂防水理模型実験を請け負い、十分な成果を残しているとともに、昨年
度と同一精度で実験をすることができる。
　以上のことから、財団法人建設技術研究所は、本業務を的確かつ円滑に遂行することので
きる唯一の機関であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき
随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4125 （社）北陸建設弘済会 湯沢砂防事務所広報補助業務委託
山口　真司
湯沢砂防事務所
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２３番地

平成17年5月18日 22,050,000

平成１０年度～平成１６年度に実施した「湯沢砂防事務所広報補助業務委託」において優秀
な業務実績を残しており、当事務所の事業内容及び管内の状況や特性についても精通して
いる。さらに、公益法人であることから、行政的視点に立って公平性、中立性を確保しながら
業務を遂行することができる。
以上のことから、社団法人北陸建設弘済会は、本業務を的確かつ円滑に遂行することのでき
る唯一の機関であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき随
意契約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（18年度から一般競争入札等に
移行）
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4126
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

管内砂防設備の巡視・点検及び安
全管理等に関する検討業務委託

山口　真司
湯沢砂防事務所
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２３番地

平成17年5月31日 35,700,000

当該業務は、湯沢砂防管内の砂防計画上必要とされる砂防設備の機能維持・保全と、管理
瑕疵とならないよう公物として具備すべき安全性の確保のため、巡視点検、安全利用点検に
関する要領・マニュアルなどの検討・策定を行うものである。当該業務を遂行するにあたって
は、湯沢砂防管内における砂防事業に係る専門的な知識とともに、①国家賠償法及び民法
に規定される公の営造物・工作物の定義に関する学説・理論の整理や、その設置・管理瑕疵
等に関する砂防の公物管理に必要な専門知識、②国が関与した砂防に関する全ての過去の
判例やその関連資料に関する代替性のないデータベース、並びに③中立性・公平性等が必
要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4127 （社）北陸建設弘済会 平成１７年現場技術業務委託
山口　真司
湯沢砂防事務所
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２３番地

平成17年4月1日 183,570,004

当該業務に長年携わっており、北陸地方の建設事業に関して熟知しており、本業務の執行に
必要な、高度の行政的・技術的・専門的知見並びに公平性を豊富に有しているとともに、多
様なニーズへの広がりを見せている砂防行政に対応できる技術者を多数有していることか
ら、本業務を確実に執行することができる唯一の機関である。
　以上のことから、社団法人北陸建設弘済会と随意契約するものである。（会計法第 29条の
3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの

①一部18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないものとし
たもの（25,800千円）、②一部一般競
争入札等に移行することとしたもの
（19年度から一般競争入札等に移行
5,993千円）、（企画競争等151,777千
円）

公募手続きを導入

4128
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

砂防基本計画検討業務委託
山口　真司
湯沢砂防事務所
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２３番地

平成17年9月21日 53,760,000

本業務は、湯沢砂防事務所管内において事業を実施していく上での基本理念や方向性につ
いてとりまとめを行い、砂防基本計画策定のための検討を行うもので、既往の土砂移動現象
の整理を行い、それに基づいた計画対象現象を設定した上で、土砂移動の空間・時間的特
性をふまえつつ、現況砂防設備の効果について評価・検討を行うものである。
本業務の実施にあたっては、湯沢砂防事務所管内の地域特性に熟知しているとともに、土砂
移動形態の定量的な評価が必要となる。施設効果を評価できる河床変動に関する数値解析
プログラムが必要である。
当該機関は、土砂災害に関するデータベースを保有しており、このデータベースを用いること
が業務上必要不可欠である。また、当該機関は「砂防基本計画策定マニュアル(案)」の策定
および砂防基本計画立案に関わる全ての業務に携わっており、時間的な土砂移動現象を評
価でき、かつ砂防施設の効果の評価が可能な一次元河床変動シミュレーションプログラムを
有している等、高度な知識、技術を有している。砂防基本計画の検討を行うためには、環境・
土地利用の面からの地域社会への影響評価など、幅広い観点からの総合的な検討が必要
である。当該機関は、行政補助として砂防行政を熟知し、中立・公平な立場を有し、本業務を
的確かつ円滑に遂行することのできる機関である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4129 （社）雪センター 管内雪崩防災対策検討業務委託
山口　真司
湯沢砂防事務所
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２３番地

平成17年12月7日 49,035,000

雪に関する調査、研究及び技術開発を実施している。雪崩対策分野においても「集落雪崩対
策工事技術指針（案）－建設省河川局砂防部監修－」を作成するために、技術指針検討会を
設置し基準作りを進め、集落雪崩防災対策技術確立に積極的に携わるなど、雪や雪崩に関
する調査、研究及び技術開発等の実績を有している。さらに、過去にも湯沢砂防事務所管内
の砂防施設の雪崩に対する影響についての概略検討を行うなど、湯沢砂防事務所管内の積
雪、雪崩及び砂防設備の状況を把握している。
　以上のことから、社団法人雪センターは、本業務を的確かつ円滑に遂行することのできる唯
一の機関であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契
約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4130
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

芋川流域砂防計画検討業務委託
山口　真司
湯沢砂防事務所
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２３番地

平成18年2月8日 55,125,000

本業務は、芋川流域における砂防計画を検討するものである。
本業務の実施にあたっては、地震により荒廃した流域における土砂移動特性に精通している
とともに、土砂移動予測技術に関する高度な技術力を有している必要がある。また、新潟県
中越地震では、芋川流域の住民は避難生活を余儀なくされ、被災地域の復興・復旧が重要
な課題であり、早期の復興・復旧を考慮した実現可能な砂防計画の立案を行う必要がある。
当該機関は、土砂移動の将来予測を行うために必要となる一次元河床変動シミュレーション
プログラムに精通していることに加え、二次元氾濫シミュレーションモデル「New-SASS」（特
許出願中）を独自開発するなど、土砂移動の将来予測を的確にシミュレーションすることので
きる高度な技術力を有している。また、土砂災害に関するデータベースを有しており、本検討
ではこれらデータベースの活用が必要不可欠である。さらには、砂防基本計画策定の基本と
なる新たな砂防基本計画策定指針（案）の作成に携わり、防計画策定手法に精通していると
ともに、これまでも雲仙・普賢岳噴火災害や有珠山噴火災害等における地域の復興・復旧の
観点からの砂防計画検討を行った実績を有し、中立性・公正性を有して本業務を遂行するこ
とのできる機関である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入
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4131
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

芋川流域における斜面対策検討業
務

山口　真司
湯沢砂防事務所
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２３番地

平成18年1月31日 57,540,000

本業務は、新潟県中越地震により発生した河道閉塞が地すべり性崩壊に起因するものが少
なくないため、地すべり発生にかかる資料を収集し、地震を考慮した斜面の危険度評価、並
びに対策優先度、対策計画、対策効果について検討を行うものである。
本業務にあたっては、地すべり対策及び地震に伴う土砂災害対策の検討に関する高度な技
術力と豊富な知識・経験が必要であり、大災害を受けて避難中の住民の1日も早い帰村に向
け、地域の復興・復旧計画と整合がとれた地すべり対策計画を速やかに検討するため、災害
復旧事業に関する専門的な経験及び行政的判断を有する必要がある。
当該機関は、全国全ての直轄地すべり対策事業の地すべり基本計画立案、地すべり機構解
析や対策工効果に関わる業務に携わっており、地すべりに関する豊富なデータベースを有
し、基本計画立案にそのデータベースの活用が必要不可欠である。また、中部地方、近畿地
方、四国地方について大規模な地震による土砂災害の解析検討を実施し、阪神淡路大地震
と土砂災害発生の機構解析に関わる業務に携わっており、高度な知識、経験を有していると
ともに、大規模災害における地域の復興・復旧計画と整合のとれた土砂災害対策計画の策
定に関して中立性・公平性を有する。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4132
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

芋川流域河道閉塞対策工事等施工
計画検討業務

山口　真司
湯沢砂防事務所
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２３番地

平成18年2月8日 47,565,000

本業務は、芋川流域における大規模な河道閉塞等に対する砂防えん堤工事等の実施状況
を踏まえ、今後芋川流域で行う砂防設備について、砂防ソイルセメントをはじめとする現地発
生土砂の有効利用や工期短縮を図るため、設計・施工方針をとりまとめるものである。
本業務の履行にあたっては、砂防ソイルセメントのみならず各種砂防構造物の設計に関する
技術開発、調査研究に関する高度な技術力と豊富な知識、経験が必要不可欠であり、公平、
中立的立場を必要とする。
当該機関は、砂防に関する技術開発、調査研究を行い、砂防ソイルセメント活用ガイドライン
や鋼製砂防構造物便覧を作成する等高度な技術力、豊富な知識、経験を有するとともに、砂
防ソイルセメント及び砂防構造物の設計に関する技術基準検討の実績を有し、砂防ソイルセ
メント施行に関するデータベースを保有ている。このデータベースの活用は本業務実施上必
要不可欠である等高度な知識、経験を有し、本業務を的確かつ円滑に遂行することのでき
る。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4133
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

芋川流域等砂防設備周辺利活用検
討業務

山口　真司
湯沢砂防事務所
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２３番地

平成18年2月21日 18,375,000

当該業務は、公物管理のあり方を問われるなか、芋川流域において、管理瑕疵を問われな
いための砂防設備周辺の利活用の検討を行うものである。当該業務を遂行するにあたって
は、芋川流域における砂防事業に関する知識とともに、①国家賠償法及び民法に規定される
公の営造物・工作物の定義に関する学説・理論の整理や、その設置・管理瑕疵等に関する
砂防の公物管理に必要な専門知識、②国が関与した砂防に関する全ての過去の判例やそ
の関連資料に関する代替性のないデータベース、並びに③中立性・公平性等が必要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4134 （社）北陸建設弘済会 現場技術業務委託単価契約

大石　清
羽越河川国道事務所
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢字前坪２７
の１

平成17年4月1日 98,107,541

公共性の高い業務経験を有しており、北陸地域における河川及び道路に係わる事業普及の
ための広報活動、事業に関する研究会・講演会の開催及び調査研究等を実施している。更
に、本業務の遂行に必要な高度な行政・技術的・専門的知見を豊富に有しているとともに、過
年度の業務実績から公平性・中立性及び守秘義務の尊守が確保されており、本業務に係わ
る数多くの資料、情報、知識及び経験を充分蓄積していることから、本業務を円滑かつ迅速
に対応できるので、上記法人と随意契約を締結するものである。（会計法第 29条の3第4項
及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの

①一部18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないものとし
たもの（18,060千円）、②一部一般競
争入札等に移行することとしたもの
（19年度から一般競争入札等に移行
9,863千円）、（企画競争等70,184千
円）

公募手続きを導入

4135 （財）先端建設技術センター 鷹ノ巣道路検討会その２業務委託

大石　清
羽越河川国道事務所
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢字前
坪２７の１

平成17年6月22日 5,250,000

(財)先端建設技術センターは、先端の建設技術の開発や普及に積極的に取り組んでおり、こ
れらを熟知している技術者やネットワークを有しており、法人であることから中立性・公平性を
もって技術を評価できる体制も確立されている。また、学識経験者等からなる道路等の検討
会の設置や運営を長年手がけており、平成１６年度の「鷹ノ巣道路検討会業務委託」では検
討会設置や運営等に携わっており、現在までに多数の実績を有している。さらに、鷹ノ巣道
路に関しても前記業務を行い地形・地質等に精通しているとともに、多くの情報、知識、資料
等を有している。以上のことから、財団法人先端建設技術センターは、本業務を遂行できる
唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4136 （社）雪センター
荒川道路地吹雪対策検討その２業
務委託

大石　清
羽越河川国道事務所
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢字前
坪２７の１

平成17年11月15日 5,775,000

(社)雪センターは、雪氷対策に関する技術開発や調査研究を数多く実施し、この分野に関す
る総合的な専門知識と経験豊かな技術者を有する公的な第３者機関であり、北陸地方整備
局や管内の事務所から雪寒対策関係の調査・研究を数多く受託し、北陸地方の地形、気象、
雪の性質や冬期の道路管理行政に精通している。
平成１６年度は荒川道路地吹雪対策検討業務を行っており、現在までに多数の実績を有して
いる。さらに、荒川道路に関しても前記業務を行い、気象・地形・地質等に精通しているととも
に、多くの情報、知識、資料等を有している
以上のことから、(社)雪センターは本業務を適切に遂行でき法人である。
よって、「予算決算及び会計令」１０２条の４　第３号を適用し、随意契約を締結するものであ
る。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4137 （社）北陸建設弘済会 羽越河川国道事務所広報検討業務

大石　清
羽越河川国道事務所
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢字前坪２７
の１

平成17年5月31日 19,057,500

公共性の高い業務経験を有している。更に建設事業普及のための広報活動、建設事業に関
する研究会・講演会の開催、調査研究等を実施しており、平成１６年度「羽越河川国道事務
所広報業務」を行い、本業務に係わる多くの資料、情報、知識経験等を十分に蓄積している
ことから、本業務を円滑かつ迅速に、中立性・公平性をもって、対応できる唯一の法人であ
る。（会計法第 29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（18年度から一般競争入札等に
移行）
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4138 （社）北陸建設弘済会 現場技術業務委託
能登　優一
高田河川国道事務所
新潟県上越市南新町３番５６号

平成17年4月1日 188,395,330

河川・道路行政に関する深い知識、積算・施工監督等の専門知識、管内の状況に精通して
いる技術者を有すること、さらには積算業務における高度な守秘義務の確保、特定の利害関
係を持たない者であることが必要不可欠である。
（社）北陸建設弘済会は,上記条件を満たす唯一の者であることから、会計法第２９条の３第４
項、予決令第１０２条の４第３号を適用し、随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの

①一部18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないものとし
たもの（20,640千円）、②一部一般競
争入札等に移行することとしたもの
（19年度から一般競争入札等に移行
6,529千円）、（企画競争等161,226千
円）

公募手続きを導入

4139 （社）北陸建設弘済会 道路管理等業務委託
能登　優一
高田河川国道事務所
新潟県上越市南新町３番５６号

平成17年4月1日 190,129,568

本業務は行政の補助的業務であることから、道路行政に関する深い知識を備え、現地の状
況を熟知し、道路管理の実務経験を有し、緊急かつ適切な対応を必要とするためこれに精通
した技術者が必要とされている。さらには業務の成果は、道路管理上、特に重要なものであ
り、行政経験があるなど行政補助としての資質が必要である。
上記の条件を満たして高田河川国道事務所管内の国道８・１８号の道路管理業務を実施で
きる者は（社）北陸建設弘済会が唯一であることから、会計法２９条の３第４項、予決令１０２
条の４第３号を適用し随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

単価契約
公募手続きを導入

4140 （財）海洋架橋・橋梁調査会
管内橋梁維持管理補修マネジメント
業務委託

能登　優一
高田河川国道事務所
新潟県上越市南新町３番５６号

平成17年9月22日 14,490,000

(財)海洋架橋・橋梁調査会は、橋梁保全に関し高度な知識を有しているとともに、全国的な橋
梁の損傷状況、補修・補強の課題等、豊富なデータを蓄積し、橋梁に関する 新の研究内容
も把握しており、唯一、学識経験者・道路管理者等で構成する全国的な橋梁保全に関わる要
領等の作成や維持管理計画の策定に関わる委員会等に携わっていることから、 新の保全
技術を取り込んだ客観的な評価による橋梁の維持管理計画の策定ができる唯一の法人であ
る。
従って、会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号により随意契約を締結するもの
である。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4141 （社）雪センター 道路除雪補助業務委託
能登　優一
高田河川国道事務所
新潟県上越市南新町３番５６号

平成17年11月21日 15,750,000

(社)雪センターは、路温の線的データの収集から予測等に関わる特許を取得しているととも
に、冬期の道路除雪及び凍結防止作業に関した専門的な知識と経験を有している唯一の法
人である。
更に、利雪・克雪等、雪に関する幅広い高度な専門知識を有していることから、降雪・気温・
路温の予測を一元的に運用し、精度検証を円滑にかつ的確に遂行できる唯一の機関であ
る。
よって、本業務を適切に遂行できる(社)雪センターと会計法第29条の３第４項及び予決令第
102条の４第３号により随意契約をするものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4142 （社）雪センター 上越雪氷対策検討業務委託
能登　優一
高田河川国道事務所
新潟県上越市南新町３番５６号

平成18年1月17日 3,780,000

(社)雪センターは、産学官協力して雪に関する諸問題に取り組み、活力ある雪国づくりを目指
す核として、国民生活の向上に寄与することを目的に設立された唯一の法人であり、雪に関
わる技術開発や調査研究に加え、情報収集や提供を行うための専門的な知識と経験を有し
ている。
また、今後の冬期道路交通確保のために取り組むべき道路行政の課題とその方向性につい
て有識者の提言を取りまとめた「雪みち懇談会（国土交通省）」の企画、運営、提言の取りま
とめを行うなど、業務に対する理解と豊富な経験、能力を有しており、本業務を的確に遂行で
きる唯一の法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定により随意契約を
結ぶものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4143 （財）河川情報センター
破堤点別浸水想定区域表示システ
ム構築業務委託

能登　優一
高田河川国道事務所
新潟県上越市南新町３番５６号

平成17年6月1日 1,995,000

本業務は、動く浸水想定区域ビューワの作成を行うものである。当該財団は、動く浸水想定
区域ビューワについて、開発者として、代替性のない特定の知識等を有している唯一の者で
ある。（会計法第２９条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4144 （社）北陸建設弘済会 管内広報企画検討業務委託
能登　優一
高田河川国道事務所
新潟県上越市南新町３番５６号

平成17年6月8日 41,160,000

　（社）北陸建設弘済会は、昭和４２年の創設以来、建設事業の普及のために積極的な広報
活動を行うとともに、長きにわたって国土交通省の行政補助業務に携わってきた実績があ
り、公平性、信頼性を有している。また、この間、北陸７県における各種の膨大な資料を蓄
積、保存しており、確かな知識と経験を有しているとともに、機密保持の実績もある。
　以上のことから、（社）北陸建設弘済会は、本業務を遂行することができる唯一の機関であ
り、会計法29条の３第４項及び予決令第102条の４第３号に基づき、上記法人と随意契約を
結ぶものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（18年度から一般競争入札等に
移行）

4145 （社）北陸建設弘済会 関川・姫川水防演習企画業務委託
能登　優一
高田河川国道事務所
新潟県上越市南新町３番５６号

平成17年10月4日 19,110,000

国土交通省の行政補助業務に携わってきた実績があり、豊富な行政補助経験はもとより、高
度な技術的・専門的知識及び公平性を兼ね備えた法人であり、地域における信頼性も高く、
演習参加予定の各行政機関等との調整能力も十分である。さらに、防災ボランティア団体で
ある「北陸防災エキスパート」の運営事務を担当するなど北陸地方の防災業務に熟知し、水
防演習の企画・運営についても多くの経験と豊富な知識を有し、かつ行政的知見を有してい
る唯一の機関である。
　以上のことから、会計法第29条の３第４項及び予決令第102条の４第３号に基づき、社団法
人北陸建設弘済会と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から一般競争入札等に
移行）
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4146 （社）雪センター
平成１７年度　ゆきみらい広報企画
業務

能登　優一
高田河川国道事務所
新潟県上越市南新町３番５６号

平成17年12月27日 4,714,500

社団法人雪センターは、平成元年の設立以来、国土交通省を含め産学官協力した、雪氷関
係の技術開発や調査研究に携わってきた実績があり、豊富な行政関係業務はもとより、高度
な技術的・専門的知識や豊富な情報を有する公平性を兼ね備えた法人であり、積雪寒冷特
別地域指定市町村により構成される「全国雪対策連絡協議会」のなかで代表事務局を担当
するなど、地方自治体との連携がなされており、関係機関との調整能力も十分であり、地域
における信頼性も高い。さらに雪氷・雪寒業務に熟知し、ゆきみらいの企画・運営についても
多くの経験と豊富な知識を有し、かつ行政的見地を有している唯一の機関である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により随意契
約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4147 （財）道路新産業開発機構
大潟ＰＡ及び新井ＰＡスマートＩＣ社
会実験におけるＥＴＣ機器設置等業
務委託

能登　優一
高田河川国道事務所
新潟県上越市南新町３番５６号

平成18年2月6日 105,630,000

（財）道路新産業開発機構は、ＥＴＣ機器（一時停止型）の開発を行った機関であり、その設置
等に必要な知識と技術を有する唯一の機関であるとともに、ＥＴＣ機器（一時停止型）を実際
のＳＡ・ＰＡに設置した経験を有する唯一の機関である。
以上の理由により、本業務を実施出来る者は上記法人のみであり、随意契約を締結するも
のである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行　一般競争
入札に移行88,800,000円、企画競争
に移行16,830,000円）

公募手続きを導入

4148 （社）雪センター
冬期路温予測システム運用体制検
討業務委託

安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年10月31日 16,695,000

冬期路温予測システムは、冬期間刻々と変化する気象状況に対応して、路面温度を線的に
予測し、除雪及び凍結防止剤散布作業の出動体制と作業実施を支援するものであり、(社)雪
センターは、本システムに関し唯一実用化に成功し、特許を有している機関である。以上の理
由により、上記法人と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4149 （財）道路保全技術センター 道路防災点検その２業務委託
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年12月13日 25,410,000

(財)道路保全センターは、総合的な道路防災対策に関する調査・研究を数多く実施し、道路
防災点検、震災点検等の業務実績があり、さらに学識経験者、道路管理者等で構成する防
災・管理に関する委員会運営についても豊富な経験を有している。
本業務の遂行にあたって必要な道路防災に関する高度な知識を有し、かつ行政面に精通す
るのは、上記法人以外ないと判断される。以上の理由から、上記法人と随意契約を行うもの
である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4150 （社）雪センター 冬期道路交通確保検討業務委託
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成18年1月13日 15,645,000

(社)雪センターは、石川県地方において平成１６年１月豪雪を契機に策定された「冬期道路交
通確保連携計画」の作業部会（４部会）のほか、調整会議、冬期交通安全対策検討会を運営
している。
また、全国の雪寒地域ある約９５０市町村のうち半数の会員を有し、全国の雪国の自治体と
一体となった雪対策に取り組んでいる唯一の機関であり、雪に関わる専門家等による委員会
を組織し官学民各界との連携を取りながら雪対策の調査、計画を推進し行政上の知識・経験
も豊富である。
さらに、冬期道路管理に関する技術資料である。「除雪・防雪ハンドブック」や地域の道路事
情に応じた対策工法を選択する際の参考資料となる「冬期路面対策事例集」を発刊するな
ど、道路の除雪・防雪に関する豊富な技術等の知識を保有しているのは、上記法人以外な
いと判断される。以上の理由により、上記法人と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4151 （財）道路新産業開発機構
城端ＳＡスマートインター検討業務
委託

安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年4月27日 76,618,500

(財)道路新産業開発機構は、近年自動料金収受システム（ＥＴＣ）の開発導入のための調査
研究を行ってきており、平成１５年度末には全国の高速道路の料金所にＥＴＣが導入されたと
ころである。「ＳＡ・ＰＡに接続するスマートＩＣ社会実験」は国土交通省が本格導入に向けた社
会実験施策であり、上記法人が国土交通省の指導の下で、コスト縮減を図った一時停止型Ｅ
ＴＣ機器の開発を進めてきていることから、本業務を実施出来る者は上記法人のみである。
よって、会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を締結するも
のである。

１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの

-

4152 （財）道路環境研究所
猪谷楡原道路環境保全対策検討業
務委託

安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年6月22日 43,197,000

本業務の実施にあたっては、自然環境保全のために、猛禽類（クマタカ）に対する環境調査
や保全対策に熟知している必要があり、加えて、環境保全対策の検討と道路事業の調整を
行う必要もあることから、道路事業と環境アセス全般にわたって精通し、専門的かつ高度な
技術及び経験を有することに加えて、貴重種の確認位置等、機密の保持にも十分な配慮が
必要である。加えて、過年度に実施した調査・検討内容をもとに継続的に検討を行う必要が
あるとともに円滑な委員会の運営が求められる。
(財)道路環境研究所は、動物・植物の生態系に配慮した道路計画等の実績を多数有してい
るとともに、全国の猛禽類に配慮した道路の調査・研究に関する業務の実績を多数有してい
る。加えて、計画地域において過年度より環境調査方法、環境保全対策を検討しており、継
続的に調査・検討及び委員会運営を遂行できる唯一の法人である。
以上の理由により、本業務を実施できるのは上記法人しかいない。よって会計法第２９条の３
第４項、予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約をするものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4153 （財）道路空間高度化機構
富山高山連絡道路総合景観整備検
討業務

安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年10月13日 38,220,000

(財)道路空間高度化機構は、平成１５年度より先進的な取り組みとして国道４１号の景観整
備を検討している。加えて道路空間の有効活用や高度利用を図る事業について、各地方整
備局において多くの検討業務を手がけ、全国的な事例の掌握や道路法上の制度や仕組み
に幅広い知見を有しており、今後全線への展開を予定しているポケットパークによる地域活
性化及び維持管理の仕組みなどのガイドラインを検討できる唯一の法人である。
以上の理由により、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4154 （財）道路新産業開発機構
入善ＰＡスマートインター運用対策
検討業務委託

安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成18年3月7日 41,475,000

本業務実施にあたり、下記事項が重要である。
  ①「ＳＡ・ＰＡに接続するスマートＩＣ社会実験」の趣旨に精通していること。
　②自動料金収受システム（ＥＴＣ）が本格運用されているが、そのノウハウと経験を有してい
ること。
  ③スマートＩＣ用のＥＴＣ路側機器は、手前で一旦停止するタイプで、屋外での使用は初めて
のため、その技術開発等に携わっていること。
  　「ＳＡ・ＰＡに接続するスマートＩＣ社会実験」は国土交通省が本格導入に向けた社会実験
施策であり、(財)道路新産業開発機構が国土交通省の指導の下で、上記①～③について考
慮しつつコスト縮減を図った一時停止型ＥＴＣ機器の開発を進めてきていることから、本業務
を実施出来る者は上記法人のみである。
  以上の理由により、上記法人と随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４
項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行　一般競争
入札に移行37,052,000円、企画競争
に移行4,423,000円）

公募手続きを導入

4155
（財）リバーフロント整備セン
ター

神通川魚類生息環境再生検討業務
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成18年1月18日 6,247,500

本業務は、神通川において実施した河川改修事業が河川環境に与える影響を把握し、今後
の河川環境に配慮した計画、工事、管理に反映させるものである。検討にあたっては、多くの
知識と高度な技術力が必要であるとともに、河川生態について全国の情報を保有し、その
データから河道特性と河川生態についての関係を体系的に整理したデータを保有している必
要があるが、そのようなデータを有しているのは当法人が唯一である。また、検討にあたって
は、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満たすのは当該財団以外にな
い。（会計法第 29条の3第4項・予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4156 （社）北陸建設弘済会
平成１７年度　宇奈月ダム管理補助
業務委託

金澤　裕勝
黒部河川事務所
富山県黒部市天神新１７３番地

平成17年4月1日 42,819,000

当該業務に長年携わっており、北陸地方の建設事業に関して熟知しており、本業務の執行に
必要な高度の行政的・技術的・専門的知見並びに公平性を有していると共に、河川行政に関
する豊富な経験及び知識、ダム管理等の専門的知識、管内の状況に精通している技術者を
有し、本業務に習熟している唯一の機関である。
　以上のことから、社団法人北陸建設弘済会と随意契約するものである。（会計法第 29条の
3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4157
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

平成１７年度　宇奈月ダムモニタリ
ング調査検討業務委託

金澤　裕勝
黒部河川事務所
富山県黒部市天神新１７３番地

平成17年6月30日 52,027,500

工事から管理に移行するモニタリング段階の水環境、生態系等の影響検討においては、管
理移行後のダム管理方法やダムの規模・流入負荷量からの富栄養化の可能性、河川域から
湛水域への生態系変化の影響の程度を把握するため、全国の管理ダムの状況と比較して、
当該ダムに類似したダム貯水池環境データを抽出する必要があり、全国的なダム管理情報
のDBである、ダム諸量DB、経年的水質DB、河川水辺の国勢調査「ダム湖版」DB等を利用す
ることが必要不可欠である。WECが保有するこれらのDBは、長期間における管理ダムのフォ
ローアップ分析評価実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼
のおけるDBである。さらに、総合的な分析・評価を行い、必要な改善を図るためには、関係す
る学識経験者等の協力のもとに、高度な知識及び 新の情報をさらに蓄積していく必要があ
るとともに、全国的な広範な知見のもとに、中立かつ公平な立場で統一的に、行政上の政策
検討する必要がある。ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有してお
り、上記の理由から本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４
項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4158 （財）河川情報センター 平成１７年度　河川情報提供業務
金澤　裕勝
黒部河川事務所
富山県黒部市天神新１７３番地

平成17年4月1日 3,150,000

昭和６１年６月より継続して、全国の河川情報提供業務を実施しており、各地方整備局から
は河川管理者が有する雨量、水位、水質、警報注意報の発令状況等のデータを、気象庁か
らは、気象情報を収集し、流域毎にとりまとめ、データ処理し、発信していることから、本業務
の条件を満たす唯一の機関である。
 　以上のことから、財団法人河川情報センターと随意契約するものである。（会計法第 29条
の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

その他のもの
－
（17年度限り）

4159 （社）北陸建設弘済会
平成１７年度　河川等巡視及び堤防
等点検他業務

金澤　裕勝
黒部河川事務所
富山県黒部市天神新１７３番地

平成17年4月1日 18,432,683

当該業務に長年携わっており、河川管理・海岸管理における地域的知識・行政的知識・技術
力を有する技術者が常駐しており、公正で信頼性が高く内容に精通している。さらに、維持管
理業務を迅速にかつ的確に行う能力を有しており、本業務を確実に執行することができる唯
一の機関である。
  以上のことから、社団法人北陸建設弘済会と随意契約するものである。（会計法第 29条の
3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4160 （社）北陸建設弘済会
平成１７年度　黒部河川事務所現場
技術業務委託

金澤　裕勝
黒部河川事務所
富山県黒部市天神新１７３番地

平成17年4月1日 49,229,297

当該事業に長年携わり、北陸地方の建設事業を熟知しており、本業務の執行に必要となる
高度、かつ豊富な行政的・技術的・専門的知見、並びに公平性を有すると共に、各事業にお
ける多様なニーズに対応できる技術者を多数有していることから、本業務を確実に執行する
ことかできる、唯一の機関である。
　以上のことから、社団法人北陸建設弘済会と随意契約するものである。（会計法第 29条の
3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの

①一部18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないものとし
たもの（7,740千円）、②一部一般競争
入札等に移行することとしたもの（19
年度から一般競争入札等に移行
11,952千円）、（企画競争等29,538千
円）

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4161
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

黒部川水系砂防土砂移動実態等検
討業務委託

金澤　裕勝
黒部河川事務所
富山県黒部市天神新１７３番地

平成17年8月31日 23,520,000

本業務は、黒部川水系の上流域において、土砂の移動を考慮した新たな砂防基本計画を策
定することを目的とし、これまでの土砂移動実態の分析や果たしてきた砂防事業の役割、今
後果たすべき砂防事業の方向性等を検討するものである。
本業務を履行するにあたっては、黒部河川流域の砂防事業や地域特性に熟知しているととも
に、過去の災害における土砂移動実態の整理分析や 新の知見・手法に基づく土砂移動現
象の再現シミュレーションなどを行うための高度な技術力が必要である。
当該機関は、土砂災害に関するデータベースを保有しており、砂防基本計画立案に関わる
全ての業務に携わり、現在検討中の「砂防基本計画策定マニュアル(案)」の策定作業に携わ
るなど、高度な知識、経験を有している。また、砂防基本計画策定においては、行政判断を
伴う検討を行う必要があり、砂防事業に関する高度な知見・幅広い行政的経験と土砂災害に
関するデータベースが必要不可欠であり、公平・中立な立場を有していなければならない。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4162 （社）北陸建設弘済会 工事専用軌道検討業務委託

渡　正昭
立山砂防事務所
富山県中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂
６１番地

平成17年9月30日 9,681,000

平成１１年度から設置されている「工事専用軌道検討委員会」・「同部会の運営に携わり規
程・規則（案）の制定から改正までの過去の経緯も十分把握しているとともに現地の実態も把
握している。また、軌道業務経験者及び行政経験者を多く有し、今年度 終年度として規程・
規則の試行（案）から成案に導くための委員会・部会の運営についても十分な知識を有して
いるため、本業務を履行できる唯一の機関である。
　よって、上記の理由により会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号の規定に基づき上記相手方と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
18年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4163 （社）北陸建設弘済会 現場技術業務委託

渡　正昭
立山砂防事務所
富山県中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂
６１番地

平成17年4月1日 133,532,744

建設事業に関する行政の補助業務を行っており、本業務に必要な知識と経験を豊富に有し、
機密の保持、並びに中立・公平な立場で円滑かつ確実に遂行可能な業務執行体制が整って
いる唯一の機関である。
  以上の理由により、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に基
づき、上記法人と随意契約を行うものである。 見直しの余地があるもの

①一部18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないものとし
たもの（15,480千円）、②一部一般競
争入札等に移行することとしたもの
（19年度から一般競争入札等に移行
5,568千円）、（企画競争等112,485千
円）

公募手続きを導入

4164 （社）北陸建設弘済会
立山砂防資料館カルデラ管理業務
委託

渡　正昭
立山砂防事務所
富山県中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂
６１番地

平成17年4月1日 16,945,900

北陸地方の建設事業普及のための広報活動、建設事業全般に関する研究会、講演会等の
開催などの事業を行っている。
  また、立山砂防事務所の事業内容を熟知し、本業務の執行に必要な高度の行政、技術、専
門的知見を豊富に有しており、本業務を中立・公平な立場で円滑かつ確実に遂行可能な業
務執行体制が整っている唯一の機関である。
  以上の理由により、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に基
づき、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から一般競争入札等に
移行）

4165
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

立山砂防歴史的砂防施設保存・活
用検討業務委託

渡　正昭
立山砂防事務所
富山県中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂
６１番地

平成17年7月14日 13,650,000

当該業務は、常願寺川流域における登録有形文化財等歴史的砂防施設について、砂防計
画上求められる砂防設備の機能維持・保全と、管理瑕疵とならないよう公物として具備すべ
き安全性の確保について手引きを策定するものである。当該業務を遂行するにあたっては、
常願寺川流域における歴史的砂防施設に係る専門的知識とともに、①空石積み等の歴史的
砂防施設に関する代替性のないデータベース、②歴史的砂防施設に係る調査、保全、修復
技術等に関する高度の専門性、並びに③中立性・公平性等が必要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の第３第４
項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4166
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

常願寺川水辺の楽校プロジェクト地
域連携検討業務委託

渡　正昭
立山砂防事務所
富山県中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂
６１番地

平成17年7月27日 11,025,000

当該業務は、常願寺川本宮地区において、水辺の楽校として活用する上で、公物として具備
すべき安全性の確保及び管理瑕疵とならないよう巡視点検、安全利用点検に関する要領・マ
ニュアルなどの具体的管理行為の検討を行うものである。当該業務を遂行するにあたって
は、常願寺川における砂防事業に係る専門的な知識とともに、①国家賠償法及び民法に規
定される公の営造物・工作物の定義に関する学説・理論の整理や、その設置・管理瑕疵等に
関する砂防の公物管理に必要な専門知識、②国が関与した砂防に関する全ての過去の判
例やその関連資料に関する代替性のないデータベース、並びに③中立性・公平性等が必要
である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4167
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

常願寺川水系砂防基本計画検討業
務委託

渡　正昭
立山砂防事務所
富山県中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂
６１番地

平成17年9月12日 47,250,000

本業務は、常願寺川流域、黒部川における土砂移動実績と時間的・空間的な土砂の分布を
踏まえた新しい砂防基本計画の作成を目的として実施するものである。
本業務の実施にあたっては、常願寺川流域の砂防事業や地域特性に熟知しているとともに、
土砂移動形態の評価が必要となる。
当該機関は、「砂防基本計画策定マニュアル(案)」の策定および砂防基本計画立案に関わる
全ての業務に携わっており、時間的な土砂移動現象を評価でき、かつ砂防施設の効果の評
価が可能な一次元河床変動シミュレーションプログラムを有している等、高度な知識、技術を
有している。また、当該機関は土砂災害に関するデータベースを保有しており、このデータ
ベースの活用が本業務の遂行に必要不可欠である。さらに、新砂防基本計画の検討を行う
ためには、環境・土地利用の面からの地域社会への影響評価など、幅広い観点からの総合
的な検討が必要である。当該機関は、行政補助として砂防行政を熟知し、中立・公平な立場
を有し、本業務を的確かつ円滑に遂行することができる。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入
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4168 （社）雪センター
立山カルデラ積雪調査活用検討業
務委託

渡　正昭
立山砂防事務所
富山県中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂
６１番地

平成17年9月9日 13,282,500

雪に関する高度な知識と全国規模の幅広い雪の情報を有しているとともに、行政補助として
の中立性・公平性を有している。また、これまで、積雪や雪崩に関する調査、研究の委託業
務の他、雪の情報収集及び提供、機関誌及び図書の刊行、講習会の開催、国際会議及び学
会などへの参加協力を積極的に実施してきた実績があり、さらに、気象庁観測所以外の山岳
地域における雪崩や雪に関するデータベースを保有し、雪に関する幅広い専門的な知識と
高度な専門技術を有している。
  以上の理由により、上記法人は、本業務を円滑かつ的確に実施することのできる唯一の機
関であることから、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３項の規定に基づき、
随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4169 （財）建設技術研究所
スリット砂防堰堤水理模型実験検討
業務委託

渡　正昭
立山砂防事務所
富山県中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂
６１番地

平成18年1月31日 11,550,000

砂防堰堤の水理模型実験に関する高度な知識を有しているとともに、土砂水理現象を対象と
した水理模型実験業務に数多く携わった実績を有している。また、これまでにも常願寺川水
系における土砂水理現象を対象とした水理模型実験業務に携わった実績を有し、常願寺川
水系における河川特性、地形状況なども熟知している。さらに、全国的な砂防技術の動向に
も精通しており、新砂防計画をはじめとする砂防行政や砂防事業に関する専門的な知識を有
している。
　以上の理由により、上記法人は本業務を円滑かつ的確に実施することのできる唯一の機
関であることから、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定に基づき、
上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4170 （社）北陸建設弘済会
平成１７年度　利賀ダム現場技術業
務委託

岩田　英二
利賀ダム工事事務所
富山県砺波市太郎丸１丁目５番１０号

平成17年4月1日 55,349,864

当該業務に長年携わり、利賀ダム工事事務所の建設事業に関して熟知しており、本業務の
執行に必要な、高度の行政的・技術的・専門的知見並びに公平性を有している。また、多様
なニーズへの広がりを見せている建設行政に対応できる技術者を多数有していることから、
本業務を適切に執行することができる唯一の機関である。
　以上のことから、社団法人北陸建設弘済会と随意契約するものである。（会計法第 29条の
3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの

①一部18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないものとし
たもの（5,160千円）、②一部一般競争
入札等に移行することとしたもの（19
年度から一般競争入札等に移行6,219
千円）、（企画競争等43,971千円）

公募手続きを導入

4171
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

平成１７年度　利賀ダム環境影響検
討業務委託

岩田　英二
利賀ダム工事事務所
富山県砺波市太郎丸１丁目５番１０号

平成17年4月25日 43,764,000

大気環境の影響検討にあたっては、工事 盛期の工事量と粉じん・騒音等の発生量を効率
的に推定する必要があるため、ダム型式・規模別工事量ＤＢや大気環境ＤＢを利用すること
が必要不可欠である。ＷＥＣが保有するこれらのＤＢは、長期間にわたる調査・研究の実績
の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるものである。
水環境の影響検討にあたっては、将来の流域負荷を推定した上で、貯水池内の水質を予測
する必要がある。このためには、経年的水質ＤＢやダム諸量ＤＢ等を利用し、既設ダムの諸
元や流入量・放流量、流入水質・放流水質を入力条件として、既設のダムにおいて予測モデ
ルを検証した上でパラメータを設定し、貯水池内水質シミュレーションを実施することが必要
不可欠である。ＷＥＣが保有する水質計算プログラムは、著作権法に基づき登録された唯一
のプログラムであり、また、ＷＥＣが保有するこれらのＤＢについては、長期間にわたる調査・
研究の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるもの
である。
動植物、生態系等の影響検討にあたっては、事業区域及びその周辺に生息する生物の生息
環境を推定し、事業による改変区域を重ね合わせることにより、事業の影響を予測すること
が必要であるため、河川水辺の国勢調査［ダム湖版］ＤＢを利用することが必要不可欠であ
る。ＷＥＣが保有する当該ＤＢは、長期間にわたる調査・研究の実績の中から構築されたもの
であり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるものである。
さらに、総合的な評価を行うには、高度な知識及び 新の情報を関係する学識経験者等の
協力のもとに蓄積していく必要があるとともに、全国的な広範な知見のもとに、統一的に、行
政上の政策検討として中立かつ公平な立場から実施する必要がある。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由から本
業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法第 29条の3第4項及び予決令第102条
の4第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4172 国土環境（株）
平成１７年度　利賀ダム猛禽類調査
業務委託

岩田　英二
利賀ダム工事事務所
富山県砺波市太郎丸１丁目５番１０号

平成17年5月9日 15,750,000

平成１４年度にプロポーザルにより契約相手として特定された。本業務は、これを継続して実
施する必要がある業務である。
  以上のことから、上記適用法令に基づき、上記業者と随意契約を締結するものである。（会
計法第 29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（H19年度以降企画競争を実施）

4173 （財）ダム技術センター
平成１７年度　利賀ダム施工計画総
合評価検討業務委託

岩田　英二
利賀ダム工事事務所
富山県砺波市太郎丸１丁目５番１０号

平成17年5月18日 29,715,000

ダム事業におけるコスト構造改革推進の一環としてのダムの設計・施工方法の見直しを行う
本業務の実施には、ダムの設計・施工に係る高度な技術力とダム事業に係る豊富な行政経
験のみならず、全国のダムにおける設計条件や施工計画に関する情報のほか、実際に適用
または検討された具体的なコスト縮策に関するデータベースの活用が不可欠であるが、これ
を有するのは、当法人しかない。また、公益的観点から特定業者の利害によらない中立的立
場、公益的立場からの発注者支援実施が不可欠である。これらの条件を満たすのは当該財
団以外にない。（会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4174 （社）北陸建設弘済会
平成１７年度　利賀ダム建設行政推
進広報補助業務委託

岩田　英二
利賀ダム工事事務所
富山県砺波市太郎丸１丁目５番１０号

平成17年5月20日 13,125,000

北陸地方整備局の広報誌「ほっとほくりく」の企画、編集、発刊を行っているほか、建設事業
全般にわたる広報、講演会等の各種イベント企画運営を通じて、地域ニーズを把握している
とともに、行政的な公平性を確保しつつ、有益かつ効果的な広報について熟知しており、豊
富な実績を有していることから、本業務を円滑かつ的確に遂行できる唯一の機関である。
　以上のことから、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号にもとづき、社団法
人北陸建設弘済会と随意契約を締結するものである。 見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの（18年度から一般競争入札等に
移行）
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4175 （社）北陸建設弘済会
平成１７年度　利賀ダム環境巡視業
務委託

岩田　英二
利賀ダム工事事務所
富山県砺波市太郎丸１丁目５番１０号

平成17年6月29日 5,250,000

本業務に必要な知識と経験を豊富に有し、現地の状況に精通するとともに、技術面や行政面
の専門的分野に精通した技術者を有しているとともに、貴重種保護に求められる機密の保持
の信頼性も高く、公平・中立な立場で円滑かつ確実に業務遂行可能な執行体制が整ってい
る唯一の機関である。
　以上のことから、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号にもとづき、社団法
人北陸建設弘済会と随意契約を締結するものである。 見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4176 （社）北陸建設弘済会 手取川ダム管理補助業務委託
伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年4月1日 26,250,000

ダム管理を含めた河川管理等の業務全般に永年積極的に取り組んでいる。ダムの管理業務
についても永年継続して実施しており、ダムにおける観測の状況、機器の稼働状況を熟知し
ており、当該業務における実績と経験は豊富である。また、豊富な業務経験及び実績がある
技術者を数多く有しており、緊急時等における的確で迅速な判断が可能である。
　このような豊富な実績と高い信頼性を備えた法人は他にはない。
　よって、本業務を遂行できる唯一の法人である社団法人北陸建設弘済会と随意契約を締
結するものである。（会計法第 29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4177 （社）雪センター
管内冬期道路交通確保検討業務委
託

伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年9月14日 6,930,000

本業務の遂行にあたっては、
①　豪雪など不測の事態の予防および対策の実施については、危機管理（リスク・マネージメ
ント）についての広範な知識と総合的な技術力が重要である。
② 豪雪時における渋滞緩和、規制・事故対策、情報対策、排雪対策などの諸対策を連携し
て実施するためには技術対応、行政対応についての経験が必要である。
③　４作業部会、調整会議、雪害訓練部会、冬期交通安全対策検討会など一連の各部会を
期限内に効率よく運営するためには、技術検討委員会などの運営手法に精通し、経験が豊
富であることが必要である。
（社）雪センターは、全国の雪寒地域にある約1,300市町村のうち約６割が会員となっており、
全国の雪国の自治体と一体となった雪対策に取り組んでいる唯一の機関であり、雪に関わる
専門家等による委員会を組織し官学民各界との連携を取りながら雪対策の調査、計画を推
進し行政上の知識・経験も豊富である。
特に、過年度本省道路局発注の「雪寒事業のあり方に関する検討業務」、北陸地方整備局
発注の「冬期道路における官民連携方策検討業務」等を受託する等、雪寒事業や冬期の道
路交通確保政策に関する調査研究について継続的に従事しており、雪国の現状や問題点に
ついて豊富なデータを保有している。
従って、本業務を遂行する条件を満たすのは（社）雪センター以外にいないと判断されるた
め、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を
締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4178 （財）道路保全技術センター 道路施設情報管理業務委託
伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年9月30日 50,085,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道路施設管理データベースシス
テムを開発し、当該システムの著作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広
い知識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守管理等を実施できる唯一
の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行うにあたっては、当システムの
活用が不可欠。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他のもの
 －　　　　　　　　　　          （随意契約
によらざるを得ないもの）

4179 （財）日本気象協会 冬期気象予測業務委託
伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年12月1日 14,227,500

(財)日本気象協会は、冬期の金沢河川国道事務所管内の気象予測を過去から継続して実
施してきており、予測の一つである 低気温について、当事務所の観測地点のデータを基に
した、高い精度の予測式を構築した実績がある。
したがって、今冬の気象予測において、新たに予測式をつくる必要がないものである。
また今回、平成１２年以来の 低気温予測式の見直しを、 新の気象条件に基づき実施す
るものであり、これを遂行できるのは、予測式を当初から構築してその内容について十分熟
知・精通し、予測式の解析・検討に必要な過去５年間の気象データを保有している上記財団
しかいない。
よって、会計法第２９条の３第４項、及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、随意契約を締
結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

単価契約

4180 （財）道路保全技術センター
道路パトロール支援システム導入
業務委託

伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成18年2月17日 8,610,000

道路パトロール支援システムは、(財)道路保全技術センターが、開発・整備したものであり、
本機能を有するシステムは他にはないことと、各維持出張所間における操作性の容易さを図
る必要が　あることから本システムで統一するものである。
従って、会計法第２９条の３第４項、及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、随意契約を締
結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4181 （財）道路保全技術センター
沢野・佐々波雨量通行規制緩和検
討業務委託

伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年11月8日 7,140,000

本業務実施にあたっては、「平成１３年度異常気象時等規制緩和検討委員会」における検討
内容を熟知している必要がある。さらに、雨量規制緩和に関する行政経験豊かな技術力を有
し、道路防災ドクター制度や検討組織の運営を熟知していることが必要である。
（財）道路保全技術センターは、上記委員会の運営を実施し、検討内容について熟知してい
る。さらに、北陸地方整備局からの委託により道路防災ドクター制度の事務局として管理運
営を一元的に実施している。また、雨量規制値緩和に関する経験も豊富で、その検討組織の
運営を熟知しており、政経験豊かな技術者も有している。従って、本業務を確実に履行できる
唯一の法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を結ぶも
のである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
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4182 （社）北陸建設弘済会 河川調査等補助業務委託
伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年4月1日 199,417,433

過去から現在に至る金沢河川国道事務所所管の事業等に関する広範な情報やデータを も
多く蓄積し、管内の河川並びに道路事業の効果、評価等に関する実績も数多く挙げており、
本業務の遂行に必要な、高度な行政的・技術的・専門的知見を豊富に有している。よって、
上記社団法人は、前述の必要な要件を満たし、迅速かつ的確な対応ができる唯一の法人で
あると判断されることから、随意契約を締結するものである。（会計法第 29条の3第4項及び
予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの

①一部18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないものとし
たもの（49,020千円）、②一部一般競
争入札等に移行することとしたもの
（19年度から一般競争入札等に移行
30,747千円）、（企画競争等119,650千
円）

公募手続きを導入

4183 （社）北陸建設弘済会
平成１７年度　国土交通行政推進広
報補助業務委託

伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年4月8日 162,225,000

　(社)北陸建設弘済会は、金沢河川国道事務所において広報補助業務を数多く手がけてい
る豊富な実績と高い信頼性がある。これらの業務を通じて事務所管内の河川並びに道路事
業の効果、評価等に関する知識、技術的知見を有しているとともに、管内の地域住民のニー
ズ・実情に精通しており、説明責任に応える広報活動に必要な事業経過や多様な事業関係
者の背景を熟知しているなど、各事業等に関する広範な情報やデータを も多く蓄積してい
る。加えて、事務所関係の各種広報イベントにおいて、地元のイベント関係業者を適切にマ
ネジメントした実績が豊富であり、各イベント実行委員会との人的ネットワークを持っているな
ど、イベント運営に関するノウハウを も多く蓄積しており、効果的な広報活動を企画・運営
する専門性の高い能力を有している唯一の法人である。
　よって、上記社団法人は、前述の必要な要件を満たし、迅速かつ的確な対応ができる唯一
の法人であると判断されることから、よって、会計法第２９条の３第４項、及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき、随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの
（１８年度から一般競争入札等に移
行）

4184 （財）道路新産業開発機構
スマートＩＣ社会実験（尼御前ＳＡ）に
おけるＥＴＣ機器設置撤去等業務委
託

伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年4月28日 109,620,000

（財）道路新産業開発機構は、、ＥＴＣ機器（一時停止型）の開発を行った機関であり、その設
置等に必要な知識と技術を十分に有するとともに、ＥＴＣ機器（一時停止型）を実際のＳＡ・ＰＡ
に設置した経験を有する唯一の機関である。
以上の理由により、本業務を実施出来る者は上記法人のみであり、随意契約を締結するも
のである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの

-

4185 （財）道路空間高度化機構
国道１５７号道路空間活用調査検
討業務委託

伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年7月7日 5,134,500

本業務においては、道路空間を活用するために、行政的視野と関係法令に対する専門的知
識、豊富な経験を有していることが不可欠である。また検討にあたっては、沿道の特定企業・
個人の利益に資するものではなく、公共性・公益性を十分に確保することが必要となってく
る。
(財)道路空間高度化機構は、これまでにも全国の主要幹線道路における道路空間の有効利
用に関する調査検討を実施していることから、本業務において必要としている高度な知識と
豊富な経験を有していると判断することが出来る。また、公益を目的とする法人であることか
ら、沿道の特定企業・個人の利益に資するものではなく、公共性・公益性を向上するための
検討が行える組織である。
よって、上記社団法人は、前述の必要な要件を満たし、迅速かつ的確な対応ができる唯一の
法人であると判断されることから、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により、随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4186 （財）道路新産業開発機構 徳光ＰＡスマートＩＣ運営等作業
伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年9月30日 50,190,000

（財）道路新産業開発機構は、ＥＴＣ機器の開発及び徳光ＰＡでＥＴＣ機器の設置を行った機
関であり、スマートＩＣの運営等に必要な知識、技術、経験を有する唯一の機関である。
以上の理由により、本業務を実施出来る者は上記法人のみであり、随意契約を締結するも
のである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行　一般競争
入札に移行47,439,000円、企画競争
に移行2,751,000円）

4187 （財）駐車場整備推進機構
管内パーク・アンド・ライド検討業務
委託

伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成18年1月30日 49,106,400

本業務の遂行にあたっては、全国各地のパーク・アンド・ライド施策を始めとする駐車施策、
及び駐車場情報システムの高度化の動向とそのためのハード・ソフト両面に渡る技術開発の
動向に関する十分な知識を有することが必要である。さらに、実証実験を的確に行うため、駐
車場運営についても十分な知識と経験を有することが必要である。
(財)駐車場整備推進機構は、全国各地の行政機関等から主要都市における渋滞対策及び
駐車対策に関する調査・研究・開発を多く受託しており、「駐車場整備ガイドブック」を発刊す
るなど、総合的な駐車対策の立案に必要な豊富な経験とデータを有している機関である。さ
らに、ＩＴを活用した駐車場情報提供システム等に関する調査研究やパーク・アンド・ライドに
関する社会実験の実施など、駐車施策に関する調査研究実績が豊富であり、駐車場の整備
運営を自ら行っている実績に基づく、機器の技術動向等に関する知識・経験も十分に有して
いる。
以上のことから、本業務を遂行する条件を全て満たすのは、上記財団以外にいないと判断さ
れるため、会計法第２９条の３第４項、及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、随意契約を
締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4188 （社）北陸建設弘済会 白山砂防科学館管理運営業務委託
伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年4月1日 23,625,000

公共土木・建設行政分野における砂防・地すべり事業の内容及び歴史を熟知しており、白山
砂防科学館の設立時から展示物に関する企画案検討と設計・製作を実施していることから経
緯を踏まえて的確に新規の展示企画を立案できる唯一の法人である。
　また、展示物の表現内容・趣旨の充分な理解に基づいて、地域住民、一般市民に事業広報
を推進するために、各施設を適切に使用する方法を熟知しており、常駐する職員に対して、
機器の操作方法や展示趣旨・内容などの指導を円滑かつ十分に行う能力を有する唯一の法
人である。
　更に、上記法人は、今後白山まるごと体験村との適切な連携や関係諸機関との協力を通じ
て効果的な事業広報・イベントの企画案を作成する前提となる地域の関係機関との間の安定
的で継続的な信頼関係を有する唯一の法人である。
　以上の業務を遂行できるのは、国土交通事業の円滑な推進を図ることにより一般社会の利
益を増進し、国土の健全な発展に寄与することを目的として設立された公益法人である上記
法人をおいて他にないことから、上記社団法人と随意契約を締結するものである。（会計法
第 29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から一般競争入札等に
移行）
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4189
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

手取川上流部砂防及び地すべり事
業計画検討業務

伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年5月13日 12,810,000

本業務は、手取川上流部における砂防及び地すべり事業計画の素案を作成し、専門的な観
点から技術的に精査するために開催する学識経験者・専門家によるワーキングでの意見・指
摘を踏まえて事業計画案を策定するものである。
本業務にあたっては、手取川上流域で見られる大規模地すべり、貯水ダム、活火山といった
多くの影響因子を踏まえた技術的に高度な検討と手取川流域では多様な公共事業が実施さ
れていることから、行政的な知見を十分に踏まえて事業実施手法の検討を実施することが必
要であるとともに、中立性・公平性など行政的な判断が必要である。
当該機関は、全国全ての直轄地すべり対策事業の基本計画立案、地すべり機構解析や対
策工効果判定に関わる業務に携わっており、地すべりに関する豊富なデータベースを有し、
大規模地すべりの基本計画見直しにそのデータベースの活用が不可欠である。また、全国
の直轄砂防基本計画に携わっており、砂防基本計画においても豊富なデータベースを有し、
手取川上流域における砂防施設配置計画の見直しに対して、そのデータベースの活用が不
可欠である。このような技術的高度な検討能力と行政的見地を有し、高度な知識、経験を有
している。また行政的な中立性・公平性を有している。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4190
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

牛首川上流域における景観及び歴
史性に配慮した砂防工法検討業務

伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年10月11日 9,765,000

当該業務は、牛首川流域における歴史的砂防施設について、砂防計画上必要とされる砂防
設備の機能維持・保全と、管理瑕疵とならないよう公物として具備すべき安全性の確保につ
いて手引きを策定するものである。当該業務を遂行するにあたっては、牛首川流域における
歴史的砂防施設に係る専門的知識とともに、①空石積み等の歴史的砂防施設に関する代替
性のないデータベース、②歴史的砂防施設に係る調査、保全、修復技術等に関する高度の
専門性、並びに③中立性・公平性等が必要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4191 （財）建設技術研究所
手取川上流域河道閉塞対策水理模
型実験業務

伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年11月16日 14,910,000

砂防に関する技術開発、調査研究を行い、高度な技術力、豊富な知識・経験を有するととも
に、全国的に多くの業務実績がある。また、これまで実施された大型の砂防水理模型実験に
つては、そのほとんどを上記法人で実施しており、その実績は他の追随を許さない。
　また、上記法人は、砂防水理模型実験の全国的な技術水準を保持するために、国土技術
政策総合研究所の砂防担当者や学識経験者等からなる「砂防水理模型実験検討委員会」を
受託・運営しており、再現性・検証性を確保した水理模型実験を遂行できる唯一の法人であ
る。さらに、平成12，13年度と当該水系の水理模型実験を実施しており、管内の地形状況・水
理特性等を十分把握しているとともに、過去の実験と整合した条件で実験を実施することが
できる。
　以上より、上記財団が、本業務を遂行できる唯一の機関であることから、会計法第２９条の
３第４項及び予決令第102条の4第3号に基づき、随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4192 （財）先端建設技術センター
女川第４号砂防堰堤工事技術評価
支援業務委託

古川　正幸
飯豊山系砂防事務所
山形県西置賜郡小国町大字小坂町３丁
目４８番地

平成17年9月2日 14,364,000

これまでにも国土交通省地方整備局において各種技術提案について技術評価項目に基づ
いた評価等を実施するなど、技術提案対話型入札の手続きに基づいた技術評価について高
度な知識と豊富な経験を有しているとともに、行政補助としての公平性・中立性も有してい
る。
　さらに、「新建設技術情報ガイド」を定期的にとりまとめるなど、先端技術に関する幅広い知
識を有している。
　以上のことから、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯一の法人であり、会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第３号の規定に基づき、随意契約を行
うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4193 （社）北陸建設弘済会 飯豊山系砂防広報企画業務

古川　正幸
飯豊山系砂防事務所
山形県西置賜郡小国町大字小坂町３丁
目４８番地

平成17年6月24日 22,995,000

治水事業、建設行政全般に精通した十分な知識を有する技術者を擁している。また、上記法
人は飯豊山系砂防事務所の広報業務を受注した経験を有するなど、同種業務を多く請け
負っており、業務内容に精通し、業務を進める上での経験とノウハウを有している。そのた
め、業務の円滑な遂行および作業の効率化によるコスト縮減も図られる。
　以上ことから、上記法人は、本業務を円滑に遂行するために必要な技術力・経験等を有し、
あわせて行政補助として必要な公平性、中立性を有する唯一の機関であることから、会計法
第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、上記法人と随意契約を結ぶも
のである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（18年度から一般競争入札等に
移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4194
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

荒川上流砂防施設計画等検討業務
委託

古川　正幸
飯豊山系砂防事務所
山形県西置賜郡小国町大字小坂町３丁
目４８番地

平成17年8月19日 46,515,000

本業務は、荒川流域における現行砂防基本計画の問題・課題について、砂防技術の進展、
国土のマネージメントや水系を取り巻く社会環境の変化等を踏まえつつ整理・検討し、以て、
国民に対して理解しやすい新しい砂防施設整備計画の検討を行うとともに、あわせて、先進
技術として実施してきた約20箇所の事例をとりまとめ、既設砂防堰堤のスリット化技術の留意
点やスリット設置にする基準等の検討を行うものである。
本業務の履行にあたっては、現行の砂防計画及び新たな砂防計画策定の考え方に精通して
いることは勿論のこと、地域の社会資本整備について、中立、公平な立場で、広域かつ専門
的・客観的・科学的に検討を進めるために必要な砂防事業に関する幅広い知識と行政的経
験・知見が必要不可欠である。
当該機関は、本業務の履行に必要不可欠な土砂災害に関するデータベースを保有してい
る。また、当該機関は新たな砂防基本計画立案に関わる全ての業務に携わるとともに、現在
国土交通省内で検討中の砂防基本計画策定マニュアル(案)の策定にも携わっっていること
に加え、スリット砂防堰堤に関する研究論文を発表するなど、豊富なデータベースと知識、総
合的な技術力及び中立性・公平性を有している。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4195
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

飯豊山系砂防事業効果分析検討業
務委託

古川　正幸
飯豊山系砂防事務所
山形県西置賜郡小国町大字小坂町３丁
目４８番地

平成17年8月19日 15,435,000

当該業務は飯豊山系砂防管内において、土砂災害警戒区域等の保全対象情報をもとに、
ハード・ソフトのバランスを考慮した事業優先箇所の選定や事業展開手法の検討を行うもの
である。当該業務を遂行するにあたっては、①当該機関が開発し所有する「土砂災害危険区
域設定システム」（特許出願中）を活用し、土砂災害の危険性のある地区を正確かつ公平に
抽出する高度な知識、②当該危険区域で効果的に実施可能な地域活性化施策を考慮した
土砂災害防止のためのソフト対策に関する専門的知識、並びに③中立性・公平性等が必要
である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4196
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

砂防情報管理手法検討業務委託

古川　正幸
飯豊山系砂防事務所
山形県西置賜郡小国町大字小坂町３丁
目４８番地

平成17年9月30日 24,885,000

当該業務は飯豊山系砂防事務所管内において、適切かつ効果的に砂防行政を執行するた
めに必要となる、法指定区域、設備、その他防災関連情報を砂防ＧＩＳを用いて管理するため
の要領及び実施マニュアル素案作成のための検討を行うものである。当該業務を遂行する
にあたっては、①全国の砂防関連情報の適切な管理と有効活用を支援することを目的として
開発された砂防情報管理システム（特許出願中）のビジネスモデルの使用とともに、②国土
交通省砂防部が策定した「砂防ＧＩＳの整備方針（案）」（（Ｈ１７．９）の策定に携わるなど高度
な知識と情報、並びに③中立性・公平性等が必要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第29条の3第4項・
予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4197
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

女川流域及び玉川流域砂防施設効
果評価検討業務委託

古川　正幸
飯豊山系砂防事務所
山形県西置賜郡小国町大字小坂町３丁
目４８番地

平成17年11月2日 44,100,000

本業務は、女川流域で現在施工中である女川第4号砂防堰堤の施設効果並びに防災上の
投資効果について検討し、国民に説明できる資料をとりまとめるとともに、玉川流域で整備さ
れている玉川砂防林について、これまでの出水による土砂流出特性からその機能評価を行
うものである。
本業務の履行にあたっては、透過型砂防堰堤を一次元河床変動シミュレーションで行い、面
的な砂防施設評価においては二次元氾濫シミュレーションを実施できる高度な技術力とそれ
らの計算結果を適性に評価できる豊富な経験を有している必要がある。
当該機関は、荒川流域の土砂災害に関するデータベースを保有しており、このデータベース
の活用が本業務の遂行に必要不可欠である。また、当該機果敢は鋼製砂防構造物設計便
覧の作成や透過型砂防堰堤に関する研究論文を発表することに加え、砂防林区間における
面的な施設効果を評価するために不可欠な「二次元氾濫シミュレーションモデル（New-
SASS）」（特許出願中）を独自に開発するなど、高度な技術力と豊富なデータベースに加え、
公平性、中立性をもって本業務を的確かつ円滑に遂行することのできる。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4198 （社）北陸建設弘済会 技術資料作成整理等業務

宮島　滋近
横川ダム工事事務所
山形県西置賜郡小国町大字岩井沢５２
３ー１

平成17年4月1日 136,580,577

これまでも継続して当該業務に携わっており、北陸地方の建設事業に関して熟知しており、
本業務の執行に必要な、高度な行政的・技術的・専門的知見を豊富に有し、なおかつ公平
性・信頼性も高いことから、本業務を確実に執行することができる唯一の機関である。
　以上のことから、社団法人北陸建設弘済会と随意契約するものである。（会計法第 29条の
3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの

①一部18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないものとし
たもの（23,220千円）、②一部一般競
争入札等に移行することとしたもの
（19年度から一般競争入札等に移行
7,976千円）、（企画競争等105,384千
円）

公募手続きを導入

4199 八千代エンジニアリング（株） 横川ダム基礎処理計画検討業務

宮島　滋近
横川ダム工事事務所
山形県西置賜郡小国町大字岩井沢５２
３ー１

平成17年4月13日 43,470,000

平成16年度のプロポーザルの特定業者で、横川ダム基礎処理計画の一連の業務に携わっ
ており、横川ダムの地形、地質、岩盤性状、三次元的な水理地質構造に関して熟知してお
り、本業務の執行に必要な、高度な技術的、専門的知見を豊富に有し、信頼性が高いことか
ら、本業務を確実に執行できることができる唯一の業者である。
  以上のことから、八千代エンジニヤリング株式会社と随意契約を行うものである。（会計法
第 29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの
（18年度契約から）

4200 国土環境（株） 横川ダム環境調査業務

宮島　滋近
横川ダム工事事務所
山形県西置賜郡小国町大字岩井沢５２
３ー１

平成17年4月13日 92,400,000

平成３年度から平成１６年度までの1４年間にわたり横川ダム環境調査に従事し、横川ダムの
環境を十分に把握している。また、クマタカの個体識別、過去の生息・繁殖状況及び行動習
癖を熟知しており、本業務の執行に必要な、専門的知見を豊富に有し信頼性が高く、本業務
を確実に執行できる唯一の業者である。
よって、国土環境㈱と随意契約を行うものである。（会計法第 29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（H19年度以降企画競争を実施）
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4201 （財）ダム技術センター
横川ダム本体工事施工技術評価検
討業務

宮島　滋近
横川ダム工事事務所
山形県西置賜郡小国町大字岩井沢５２
３ー１

平成17年5月23日 7,665,000

本業務は、当該ダムの施工方法についての合理化検討（ＶＥ）の実施効果を実際の施工実
績に照らして検証し、定量的、定性的分析を試みる先進的業務であり、コスト構造改革の中
でのダム事業のコスト縮減と公共事業の品質確保の両立という政策課題の元で的確に分
析・評価できるだけのダム技術に関する高度な技術力及び行政的立場からの豊富な実務経
験が求められるともに、全国のＶＥを実施したダムにおけるコスト縮減事例に関するデータ
ベースの活用が不可欠であるが、これらを有するのは当法人しかない。また、本業務の成果
は、単に当該ダムにおける実施効果の評価だけでなく、今後ＶＥを実施するダムにおける実
施効果の検証手法として一般化する際の貴重技術資料となることから、ダム毎に様々に異な
る設計・施工条件のもとで、真に 適な合理化策の選定に活用できるよう、特定の施工方法
や施工機械によらない中立的・公平的な立場からの検証、分析、評価が不可欠である。これ
らの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項・予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4202
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

横川ダムグランドデザイン検討業務

宮島　滋近
横川ダム工事事務所
山形県西置賜郡小国町大字岩井沢５２
３ー１

平成17年5月23日 13,177,500

ダムに調和したグランドデザインの検討に当たっては、水源地環境情報のデータベース、関
係する学識経験者等のネットワークによる 新情報による知見等から施設配置等、水源地
対策の一環として行う政策検討として公正・中立の立場で評価分析検討することが必要であ
る。ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由か
ら本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項・予決令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの（H19年度以降
企画競争を実施）

4203 （社）北陸建設弘済会 横川ダム建設事業広報業務

宮島　滋近
横川ダム工事事務所
山形県西置賜郡小国町大字岩井沢５２
３ー１

平成17年4月1日 8,190,000

　これまでも当該業務に携わっており、また北陸地方整備局の広報誌「ほっとほくりく」の企
画、編集、発刊を行っているほか、建設事業全般にわたる広報、講演会等の各種イベント企
画運営を通じて、地域ニーズを把握しているとともに、行政的な公平性を確保しつつ、有益か
つ効果的な広報について熟知及び充分な実績を有していることから、本業務を履行できる唯
一の機関である。
　以上のことから、社団法人北陸建設弘済会と随意契約するものである。（会計法第 29条の
3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（18年度から一般競争入札等に
移行）

4204
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

横川ダム環境影響検討業務

宮島　滋近
横川ダム工事事務所
山形県西置賜郡小国町大字岩井沢５２
３ー１

平成17年10月3日 23,100,000

生態系（上位性）や動植物の影響検討にあたっては、希少猛禽類や重要種の行動圏、営巣
環境、確認位置等と事業による改変区域を重ね合わせることにより、事業の影響を予測する
ことが必要であるため、猛禽類ＤＢや河川水辺の国勢調査［ダム湖版］の重要種ＤＢを利用
することが必要不可欠である。しかしながら、これらのデータは密猟・盗掘等の恐れがあるこ
とから公開されておらず、WECが保有するこれらのＤＢが唯一のものである。
また、水環境の影響検討にあたっては、将来の流域負荷を推定した上で、貯水池内の水質を
予測する必要がある。このためには、経年的水質ＤＢやダム諸量ＤＢ等を利用し、既設ダム
の諸元や流入量・放流量、流入水質・放流水質を入力条件として、既設のダムにおいて予測
モデルを検証した上でパラメータを設定し、貯水池内水質シミュレーションを実施することが必
要不可欠である。ＷＥＣが保有する水質計算プログラムは、著作権法に基づき登録された唯
一のプログラムであり、また、ＷＥＣが保有するこれらのＤＢについては、長期間にわたる調
査・研究の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおける
ものである。
さらに、総合的な評価を行うには、高度な知識及び 新の情報を関係する学識経験者等の
協力のもとに蓄積していく必要があるとともに、全国的な広範な知見のもとに、統一的に、行
政上の政策検討として中立かつ公平な立場から実施する必要がある。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由から本
業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４
第３号）

見直しの余地があるもの
随意契約によらざるを得ないもの
（19,635,000円）

公募手続きを導入
（3,465,000円）

4205 （社）北陸建設弘済会
横川ダム羽越水害等広報企画検討
業務

宮島　滋近
横川ダム工事事務所
山形県西置賜郡小国町大字岩井沢５２
３ー１

平成17年10月24日 4,200,000

　ダムをはじめとする治水事業に精通しているとともに、行政広報に関する豊富な知識・経験
を有している。また、公益法人として市町村などの関係機関との連絡調整の経験を有し、行
政補助としての中立・公平な立場で円滑かつ確実に業務を執行する能力を有している。
　以上の理由より、上記法人は本業務を遂行することのできる唯一の機関であり、会計法第
２９条の３第４項、及び予決令第１０２条の４第３号により、上記法人と随意契約を締結するも
のである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（18年度から一般競争入札等に
移行）

4206 （社）北陸建設弘済会
阿賀川河川事務所現場技術業務委
託（単価契約）

矢田　弘
阿賀川河川事務所
福島県会津若松市表町２番７０号

平成17年4月1日 34,440,378

　当該業務に長年携わっており、北陸地方の建設事業に関して熟知しており、本業務の執行
に必要な、高度の行政的・技術的・専門的知見並びに公平性を豊富に有しているとともに、
多様なニーズへの広がりを見せている河川行政に対応できる技術者を多数有していることか
ら、本業務を確実に執行することができる唯一の機関である。
　以上のことから、社団法人北陸建設弘済会と随意契約するものである。（会計法第 29条の
3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの

①一部18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないものとし
たもの（5,160千円）、②一部一般競争
入札等に移行することとしたもの（19
年度から一般競争入札等に移行2,339
千円）、（企画競争等26,942千円）

公募手続きを導入

4207 （社）北陸建設弘済会
阿賀川河川巡視業務委託（単価契
約）

矢田　弘
阿賀川河川事務所
福島県会津若松市表町２番７０号

平成17年4月1日 15,109,850

当該業務に長年携わっており、北陸地方の建設事業に関して熟知しており、現地の状況に
も精通している。また、本業務の執行に必要な、高度の行政的・技術的・専門的知見並びに
公平性を豊富に有しているとともに、多様なニーズへの広がりを見せている河川行政に対応
できる技術者を多数有していることから、本業務を確実に執行することができる唯一の機関
である。
　以上のことから、社団法人北陸建設弘済会と随意契約するものである。（会計法第 29条の
3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入
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4208 （社）北陸建設弘済会 大川ダム管理業務委託
矢田　弘
阿賀川河川事務所
福島県会津若松市表町２番７０号

平成17年4月1日 33,022,500

　当該業務に長年携わっており、北陸地方の建設事業に関して熟知しており、本業務の執行
に必要な、高度の行政的・技術的・専門的知見並びに公平性を豊富に有しているとともに、
多様なニーズへの広がりを見せている河川行政に対応できる技術者を多数有していることか
ら、本業務を確実に執行することができる唯一の機関である。
　以上のことから、社団法人北陸建設弘済会と随意契約するものである。（会計法第 29条の
3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4209 （社）北陸建設弘済会 阿賀川広報及び河川管理支援業務
矢田　弘
阿賀川河川事務所
福島県会津若松市表町２番７０号

平成17年5月26日 97,965,000

　北陸地方整備局の広報誌「ほっとほくりく」の企画、編集、発刊を行っているほか、建設事業
全般にわたる広報、講演会等の各種イベント企画運営を通じて、地域ニーズを把握している
とともに、行政的な公平性、中立性を確保しつつ、有益かつ効果的な広報について熟知して
いるともに、充分な実績を有している。
　さらに、「住民参加」による河川管理の推進にあたっては、住民参加システムの構築とネット
ワーク作りが不可欠となるが、上記法人は既に地元関係諸団体と連携し、住民参加ネット
ワーク化を図っており、これまで培われてきた地域住民と行政の信頼関係を損なうことなく、
業務を履行できる唯一の機関である。
　以上のことから、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号にもとづき、社団法
人北陸建設弘済会と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（18年度から一般競争入札等に
移行）

4210
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

大川ダム管理評価資料作成業務委
託

矢田　弘
阿賀川河川事務所
福島県会津若松市表町２番７０号

平成17年6月17日 16,380,000

管理段階における治水・利水実績、水環境や生態系等の環境への影響等の分析評価を行う
ためには、渇水頻度や富栄養化の程度、外来種の増加傾向などの課題抽出において、全国
の管理ダムの状況と比較する必要があり、全国的なダム管理情報のDBである、ダム諸量
DB、経年的水質DB、河川水辺の国勢調査「ダム湖版」DB等を利用することが必要不可欠で
ある。WECが保有するこれらのDBは、長期間における管理ダムのフォローアップ分析評価実
績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるDBである。さ
らに、総合的な分析・評価を行い、必要な改善を図るためには、関係する学識経験者等の協
力のもとに、高度な知識及び 新の情報をさらに蓄積していく必要があるとともに、全国的な
広範な知見のもとに、中立かつ公平な立場で統一的に、行政上の政策検討する必要があ
る。ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由か
ら本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項・予決令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4211 （社）北陸建設弘済会 河川巡視業務委託
田上　澄雄
千曲川河川事務所
長野市鶴賀字峰村７４番地

平成17年4月1日 66,686,000

　北陸地方の河川行政に関して熟知しており、本業務の執行に必要な、高度の行政的・技術
的・専門的知見並びに公平性を有しているとともに、河川管理の実務経験及び現地の状況を
熟知している者を多数有していることから、本業務を確実に執行することができる唯一の機
関である。
　以上のことから、社団法人北陸建設弘済会と随意契約を結ぶものである。（会計法第 29条
の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4212 （社）北陸建設弘済会
千曲川・犀川連合水防演習運営業
務

田上　澄雄
千曲川河川事務所
長野市鶴賀字峰村７４番地

平成17年4月1日 32,865,000

　高度な行政的、技術的、専門的知見及び公平性を有しており関係機関との連絡調整能力
を有している。さらに、北陸地方の防災業務に熟知し、水防演習の企画・運営に関して、多く
の経験と豊富な知識を有し、かつ行政的知見を有している唯一の機関である。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、社団
法人北陸建設弘済会と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（18年度から一般競争入札等に
移行）

4213 （社）北陸建設弘済会 河川現場技術業務委託
田上　澄雄
千曲川河川事務所
長野市鶴賀字峰村７４番地

平成17年4月1日 85,692,779

 高度な行政的・技術的・専門的知見並び経験を豊富に有し、機密の保持並びに中立・公平
な立場で円滑且つ確実に執行可能な業務執行体制が整っている唯一の機関である。
　以上の理由により、会計法第２９条の３第４項及び予決令第102条の４第３号にもとづき、社
団法人北陸建設弘済会と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの

①一部18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないものとし
たもの（7,740千円）、②一部一般競争
入札等に移行することとしたもの（19
年度から一般競争入札等に移行6,319
千円）、（企画競争等71,634千円）

公募手続きを導入

4214
（財）リバーフロント整備セン
ター

千曲川河川生態学術研究検討業務
田上　澄雄
千曲川河川事務所
長野市鶴賀字峰村７４番地

平成17年4月11日 35,175,000

本業務は、千曲川において実施した河川改修事業が河川環境に与える影響を把握し、今後
の河川環境に配慮した計画、工事、管理に反映させるものである。検討にあたっては、多くの
知識と高度な技術力が必要であるとともに、河川生態について全国の情報を保有し、その
データから河道特性と河川生態についての関係を体系的に整理したデータを保有している必
要があるが、そのようなデータを有しているのは当法人が唯一である。また、検討にあたって
は、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満たすのは当該財団以外にな
い。（会計法第２９条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4215 （社）北陸建設弘済会 現場技術業務委託単価契約
今井　一之
松本砂防事務所
長野県松本市元町１丁目８番２８号

平成17年4月1日 161,830,433

　本業務に精通しており経験・知識も豊富である。また、業務の性質上民間企業が実施する
ことは好ましくない。
　よって、上記法人と随意契約を締結するものである。（会計法第 29条の3第4項及び予決令
第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの

①一部18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないものとし
たもの（7,740千円）、②一部一般競争
入札等に移行することとしたもの（19
年度から一般競争入札等に移行
11,977千円）、（企画競争等142,113千
円）

公募手続きを導入
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4216 （社）北陸建設弘済会 砂防事業関係資料電子化業務
今井　一之
松本砂防事務所
長野県松本市元町１丁目８番２８号

平成17年4月28日 63,840,000

　国土交通省の行政事業に精通しており、行政補助として幅広い業務経験を有し、かつ行政
経験のある技術者を有しており、砂防事業に対する経験及び知識も豊富である。
  加えて上記法人は、単に資料をスキャニングし画像とするだけでなく、スキャニングデータに
文字データを重ね合わせるシステムを構築し、資料内を検索することができるようにしてい
る。
  以上より上記法人は、本業務を円滑に遂行する為に必要な技術力・経験等を有し、あわせ
て行政補助として必要な公平性、中立性を有する唯一の機関であることから、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、上記法人と随意契約を結ぶものであ
る。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（18年度から一般競争入札等に
移行）

4217 （社）北陸建設弘済会 砂防事業広報補助業務
今井　一之
松本砂防事務所
長野県松本市元町１丁目８番２８号

平成17年5月25日 57,277,500

　松本砂防事務所管内の地域特性や管内にある砂防設備に精通していると共に砂防事業に
ついても熟知している。また、国土交通省の行政事業に精通しており、行政補助として幅広い
業務経験を有し、かつ行政経験のある技術者を有しており、砂防事業に対する経験及び知
識も豊富である。
   以上のことから上記法人は、本業務を円滑に遂行する為に必要な技術力・経験等を有し、
あわせて行政補助として必要な公平性、中立性を有する唯一の機関であることから、会計法
第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、上記法人と随意契約を結ぶも
のである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（18年度から一般競争入札等に
移行）

4218
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

蒲原沢土石流災害関連資料整理業
務

今井　一之
松本砂防事務所
長野県松本市元町１丁目８番２８号

平成17年5月31日 21,420,000

当該業務は、公物管理のあり方が問われるなか、現場での安全管理に関する課題の検討を
行うものである。当該業務を遂行するにあたっては、①国家賠償法及び民法に規定される公
の営造物・工作物の定義に関する学説・理論の整理や、その設置・管理瑕疵等に関する砂
防の公物管理に必要な専門知識、②国が関与した砂防に関する全ての過去の判例やその
関連資料に関する代替性のないデータベース、並びに③中立性・公平性等が必要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4219
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

梓川流域砂防基本計画検討業務
今井　一之
松本砂防事務所
長野県松本市元町１丁目８番２８号

平成17年11月11日 40,110,000

本業務は、梓川水系等における現行砂防基本計画の問題や砂防技術の進展、国土マネジメ
ントや水系を取り巻く社会環境の変化等を踏まえ、それら諸問題を整理・解決し、今後の砂防
事業の方向性を検討するものである。
本業務の履行にあたっては、過去の災害における土砂移動実態の整理分析や、 新の知
見・手法に基づく土砂移動現象の再現計算（一次元河床変動計算）、また下流域の土砂氾濫
被害の検討を行うなど、高度な技術力が必要不可欠である。特にこのために当該財団が開
発した、再現性を有する流水の土砂混入を考慮した「二次元氾濫シミュレーションモデル」が
必要不可欠であるとともに、公平、中立的な立場で砂防事業を評価し、今後の砂防事業の方
向性を検討する必要がある。
当該機関は、砂防に関する技術開発、調査研究等を行うとともに、土砂災害に関する本業務
に必要となるデータベースを保有しているとともに、二次元氾濫シミュレーションモデル（NEW-
SASS）を有している。また、当該機関は、全国すべての直轄砂防基本計画の検討を行ってお
り、砂防事業に関する高度な技術経験と幅広い知識を有し、行政補助としての豊富な経験を
有するとともに、公平、中立的な立場で業務を円滑かつ的確に遂行できる。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4220
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

事業評価手法検討業務
今井　一之
松本砂防事務所
長野県松本市元町１丁目８番２８号

平成17年12月2日 30,765,000

砂防事業は、一般に資産の集積度が低いことから事業の必要性を適切に表現できない傾向
がある。また、公共事業に対する多様な要望に対しての事業の緊急性や優先順位について
も説明責任が求められているため治水経済調査マニュアルをベースに砂防事業の独自性を
織り込み、適切な表現手法を検討するものである。
本業務を履行するにあたっては、砂防事業に関する豊富な経験と知識を有し、砂防基 本計
画の計画策手手法について専門的知識と高度な技術力を有することが必要不可欠 であると
ともに、公平・中立な立場で業務遂行が求められている。
当該機関は、河川 砂防技術基準（計画偏）の改訂や水系砂防対策事業の費用便益分析マ
ニュアル(案) （未定稿）等の策定に携わっており、各種基準・指針の構成、背景を熟知し、業
務上必要な高度な技術力と豊富なデータベースを有しており、このデータベースが業務遂行
上必要不可欠である・さらに公平・中立的な立場で業務遂行を行うことができる。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4221 （社）北陸建設弘済会 砂防設備巡視業務
今井　一之
松本砂防事務所
長野県松本市元町１丁目８番２８号

平成17年5月13日 33,285,000

　建設事業普及のための広報活動、建設事業に関する調査研究、業務の受託などを行うとと
もに、行政補助として業務を数多く実施しており、建設事業に関する高度な術経験と幅広い
知識を有するとともに、行政補助としての豊富な実務経験を有している。また、北陸地方整備
局における砂防行政経験者を多数有しており、管内の流域状況及び砂防施設を熟知してい
る。
　よって、（社）北陸建設弘済会は本業務を遂行できる唯一の法人であるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4222
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

梓川上流域土砂移動実態検討業務
委託

今井　一之
松本砂防事務所
長野県松本市元町１丁目８番２８号

平成17年5月27日 29,715,000

本業務は、梓川水系の上流域において、土砂の移動を考慮した新たな砂防基本計画を策定
することを目的とし、これまでの土砂移動実態の分析や果たしてきた砂防事業の役割、今後
果たすべき砂防事業の方向性等を検討するものである。
本業務の履行にあたっては、過去の災害における土砂移動実態の整理分析や 新の知見・
手法に基づく土砂移動現象の再現計算など、高度な技術力が必要であるとともに、砂防基本
計画の策定においては、行政判断を伴う検討を行う必要があり、砂防事業に関する高度な知
見と幅広い行政的経験が必要不可欠であり、公平、中立的な立場で業務遂行が求められて
いる。
当該機関は、「砂防基本計画策定マニュアル(案)」の策定および砂防基本計画立案に関わる
全ての業務に携わっており、時間的な土砂移動現象を評価でき、かつ砂防施設の効果の評
価が可能な一次元河床変動シミュレーションプログラムを有している等、高度な知識、技術を
有している。また、当該機関は業務上必要な土砂災害に関するデータベースを保有してい
る。さらに、新砂防基本計画の検討を行うためには、環境・土地利用の面からの地域社会へ
の影響評価など、幅広い観点からの総合的な検討が必要である。当該機関は、行政補助と
して砂防行政を熟知し、中立・公平な立場を有し、本業務を的確かつ円滑に遂行することの
できる機関である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項・予決令第１０２条の３第４号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4223 （財）先端建設技術センター
環境マネジメントシステム運用支援
業務委託

今井　一之
松本砂防事務所
長野県松本市元町１丁目８番２８号

平成17年7月14日 6,300,000

　建設事業に係る環境保全、改善等の調査研究を行うとともに、公共事業におけるISO14001
の導入についても、平成10年度より、国土交通省「ISO14001に基づくモデル事業を実施する
ための検討委員会」の運営支援を行うなど、ISO14001に関して専門的かつ高度な知識をも
つ技術者を有しており、全国多数の公共事務所の環境マネジメントシステムの構築・運用支
援などの実績を有し、これまでの経緯等について十分熟知している。                  更に、
ISO14001環境マネジメントシステム審査員研修機関であるなど、ISO14001に関する知識・体
制・技術力に関して他の追随を許さない組織である。
　よって、本業務を遂行できる唯一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の３第４号に基づき、上記法人と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4224
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

釜ヶ渕上流砂防堰堤活用計画検討
業務委託

今井　一之
松本砂防事務所
長野県松本市元町１丁目８番２８号

平成17年9月2日 12,285,000

当該業務は、梓川流域における登録有形文化財等歴史的砂防施設について、砂防計画上
必要とされる砂防設備の機能維持・保全と、管理瑕疵とならないよう公物として具備すべき安
全性の確保について手引きを策定するものである。当該業務を遂行するにあたっては、梓川
流域における歴史的砂防施設に係る専門的知識とともに、①空石積み等の歴史的砂防施設
に関する代替性のないデータベース、②歴史的砂防施設に係る調査、保全、修復技術等に
関する高度の専門性、並びに③中立性・公平性等が必要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4225 （社）雪センター
上高地地区雪崩対策調査検討業務
委託

今井　一之
松本砂防事務所
長野県松本市元町１丁目８番２８号

平成17年11月11日 18,742,500

　我これまで克雪、利雪、親雪等の雪に関する総合的な調査・研究、技術開発、情報の収集
及び提供などで全国的に有益な成果を上げ、豊富な知識・経験と多くの実績を有している。
また、全国各地における雪対策の取り組み等の情報も収集・把握しているほか、平成１６年
度に、「上高地地区雪崩対策調査検討業務委託｣を受注し、当該箇所の地形、地質及び気象
条件等について精通している。
　以上から、本業務を遂行できる唯一の法人であり、会計法第２９条の３第４項、予決令第１
０２条の４第３号により、上記法人と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4226 （社）北陸建設弘済会 現場技術等業務委託
萬徳　昌昭
神通川水系砂防事務所
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６－２

平成17年4月1日 91,250,259

　建設事業に関する行政補助業務を行っている法人であり、本業務を実施するにあたって必
要な幅広い知識と豊富な経験を有し、当事務所管内の現場状況を熟知し、更に機密の保持
と行政的視点に立って中立性・公平性を確保しながら円滑化かつ確実に業務を遂行できる
唯一の機関である。
  以上の理由により、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき随
意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの

①一部18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないものとし
たもの（10,320千円）、②一部一般競
争入札等に移行することとしたもの
（19年度から一般競争入札等に移行
19,630千円）、（企画競争等61,300千
円）

公募手続きを導入

4227 （社）北陸建設弘済会 砂防施設巡視業務委託
萬徳　昌昭
神通川水系砂防事務所
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６－２

平成17年7月20日 3,675,000

　建設事業に関する行政の補助業務を行っている法人であり、本業務の遂行に必要な知識
と経験を豊富に有し、現地の状況に精通するとともに、技術面や行政面の専門分野に造詣の
深い技術者を有しているなど、中立・公平な立場で円滑かつ確実に遂行可能な業務執行体
制が整っている唯一の機関である。
　以上の理由により会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契
約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4228 （社）北陸建設弘済会 砂防事業広報企画検討業務委託
萬徳　昌昭
神通川水系砂防事務所
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６－２

平成17年5月16日 25,095,000

　建設行政の現況を踏まえた広報活動等に関する豊富な経験を有し、地域特性について精
通していることはもとより、神通川水系砂防事務所管内の歴史的な経過を熟知し、砂防事業
の目的や必要性を十分に理解している。　　さらに、公益法人であることから、行政的視点に
立って、公平性、中立性を確保しながら業務を遂行することができる。
　以上のことから、社団法人北陸建設弘済会は、本業務を的確かつ円滑に遂行することので
きる唯一の機関であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき
随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（18年度から一般競争入札等に
移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4229 （財）先端建設技術センター
環境マネージメントシステム運用支
援業務委託

萬徳　昌昭
神通川水系砂防事務所
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６－２

平成17年7月5日 6,195,000

　建設事業に係る環境保全、改善等の調査研究を行うとともに、公共事業におけるISO14001
の導入についても、平成10年度より、国土交通省の「ISO14001に基づくモデル事業を実施す
るための検討委員会」の運営支援を行い、全国多数の事務所の環境マネージメントシステム
の構築・運用支援など、これまでの経緯等について十分熟知しており、さらに、ISO14001環
境マネージメントシステム審査員研修機関であるなど、当該業務遂行に必要とされる高度な
知識及び体制を有している唯一の機関である。さらに、公益法人であることから、行政的視点
に立って、公平性、中立性を確保しながら業務を遂行することができる。
　以上のことから上記法人が本業務を実施できる唯一の機関であり、会計法第２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4230
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

神通川水系砂防基本計画検討業務
萬徳　昌昭
神通川水系砂防事務所
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６－２

平成17年9月26日 27,090,000

本業務は、神通川水系における現行砂防基本計画の課題を国土マネージメントや水系を取
り巻く社会環境の変化等を踏まえ整理・解決し、火山砂防計画と調整をとりつつ、国民に対し
て理解しやすい新しい砂防基本計画を策定するための検討を行うものである。
本業務は、砂防技術の進展、国土マネージメント、水系を取り巻く社会環境の変化等を踏ま
えて課題を整理し、国民に対して理解しやすい新しい砂防基本計画の検討を行うものであ
る。
本業務実施に当たっては、砂防基本計画や土砂移動形態を評価できる能力等を有する必要
がある。
当該機関は、国内の全ての活動的な火山における総合的な火山砂防計画立案に関わる業
務及び「砂防基本計画策定マニュアル(案)」の策定および砂防基本計画立案に関わる全て
の業務に携わっており、時間的な土砂移動現象を評価でき、かつ砂防施設の効果の評価が
可能な一次元河床変動シミュレーションプログラムを有している等、高度な知識、技術を有し
ている。また、当該機関は土砂災害に関するデータベースを保有しており、このデータベース
の活用が本業務の遂行に必要不可欠である。さらに、新砂防基本計画の検討を行うために
は、環境・土地利用の面からの地域社会への影響評価など、幅広い観点からの総合的な検
討が必要である。当該機関は、行政補助として砂防行政を熟知し、中立・公平な立場を有し、
本業務を的確かつ円滑に遂行することのできる機関である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第29条の3第4項・
予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4231
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

高原郷流域ＧＩＳ構築業務委託
萬徳　昌昭
神通川水系砂防事務所
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６－２

平成17年11月16日 21,420,000

当該業務は神通川水系砂防事務所管内において、適切かつ効果的に砂防行政を執行する
ために必要となる、法指定区域、設備、その他防災関連情報を砂防ＧＩＳを用いて管理するた
めの要領及び実施マニュアル素案作成のための検討を行う。当該業務を遂行するにあたっ
ては、①全国の砂防関連情報の適切な管理と有効活用を支援することを目的として開発され
た砂防情報管理システム（特許出願中）のビジネスモデルの使用とともに、②国土交通省砂
防部が策定した「砂防ＧＩＳの整備方針（案）」（（Ｈ１７．９）の策定に携わるなど高度な知識と
情報、並びに③中立性・公平性等が必要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4232
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

砂防施設の保全及び利活用計画検
討業務委託

萬徳　昌昭
神通川水系砂防事務所
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６－２

平成18年2月13日 9,345,000

当該業務は、神通川流域における登録有形文化財等歴史的砂防施設について、砂防計画
上必要とされる砂防設備の機能維持・保全と、管理瑕疵とならないよう公物として具備すべき
安全性の確保について手引きを策定するものである。当該業務を遂行するにあたっては、神
通川流域における歴史的砂防施設に係る専門的知識とともに、①空石積み等の歴史的砂防
施設に関する代替性のないデータベース、②歴史的砂防施設に係る調査、保全、修復技術
等に関する高度の専門性、並びに③中立性・公平性等が必要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4233 （社）北陸建設弘済会 大町ダム管理所管理補助業務
石田求
大町ダム管理所
長野県大町市平字ナロヲ大クボ2112-71

平成17年4月1日 40,530,000

　大町ダムで大町ダム管理補助業務、大町ダム資料室再整理業務、大町ダム広報業務等
を、また、北陸地方整備局管内では、多くの河川管理施設の補助業務等を担当し、豊富な経
験を有するだけでなく、治水事業に関する知識にも精通しており、業務遂行に当たって十分
な知識を有するとともに、発注者の意図を十分に把握している。
　よって、業務を円滑に実施し、質の高いダム管理が出来る唯一の法人である。
　以上の理由により、上記適用法令により随意契約を結ぶものである。（会計法第 29条の3
第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4234 （財）日本気象協会 マイコスラン気象情報提供業務
石田求
大町ダム管理所
長野県大町市平字ナロヲ大クボ2112-71

平成17年4月1日 7,276,500

　気象知識及び防災思想の普及、各種気象通報の伝達（気象情報オンラインサービス業務
等）並びに予報の利用についての相談、気象に関する観測、予報、調査及び研究等の事業
を行っており、業務遂行に当たって十分な知識・経験を有している。
   よって、業務を円滑かつ的確に遂行できる業者は上記のみである。
   以上の理由により、上記適用法令により随意契約を結ぶものである。（会計法第 29条の3
第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行

4235 （社）北陸建設弘済会 大町ダム広報業務
石田求
大町ダム管理所
長野県大町市平字ナロヲ大クボ2112-71

平成17年6月1日 13,125,000

　これまでに大町ダム広報資料作成業務、大町ダム管理補助業務　などを担当し、大町ダム
に関する事業内容、地域特性、周辺環境に総合的に精通している。さらに、同法人は北陸地
域に根ざした唯一の公益法人であり、広報に関す　る豊富な経験を有し、技術的ノウハウを
活用した質の高い成果が期待できる。
　以上のことから、（社）北陸建設弘済会は、本業務を遂行するために必要な技術力・経験に
加え十分な基礎知識を有し、発注者の意図を十分に把握して行政補助として必要な公平性・
中立性を有する唯一の機関であることから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号に基づき、上記法人と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（18年度から一般競争入札等に
移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4236
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

三国川ダム操作シミュレータ設計業
務委託

平賀　憲太郎
三国川ダム管理所
新潟県南魚沼市清水瀬６８６－５９

平成17年5月9日 33,810,000

ダム操作を安全・確実に行い、異常作動発生時の対応を訓練するための、ダム操作シミュ
レータの設計及びマニュアルを作成するに当たっては、全国のダム・堰における異常作動事
例を分析した上でシミュレータの設計仕様等を検討する必要があるため、「ダム・堰ゲート異
常作動ＤＢ」を用いることが必要不可欠である。ＷＥＣが保留するこのＤＢは、長期間にわた
る調査・研究の実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のお
けるものである。
また、ダム管理用制御処理設備設計仕様、ダム操作機側細則等の特定の知識・経験・能力
を有し、行政上の政策検討として公平・中立の立場で評価した検討を行う必要がある。ＷＥＣ
は、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由から本業務
の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法第 29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4237 （社）北陸建設弘済会
平成１７年度三国川ダム管理補助
業務委託

平賀　憲太郎
三国川ダム管理所
新潟県南魚沼市清水瀬６８６－５９

平成17年4月1日 62,000,000

　当該業務に長年携わっており、北陸地方の建設事業に関して熟知しており、本業務の執行
に必要な高度の行政的・技術的・専門的知見並びに公平性を有しているとともに、多様な
ニーズへの広がりを見せている河川行政に対応できる技術者を多数有していることから、本
業務を確実に執行することができる唯一の機関である。
　以上のことから、社団法人北陸建設弘済会と随意契約するものである。（会計法第 29条の
3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4238
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

三国川ダム管理教育訓練システム
検討業務委託

平賀　憲太郎
三国川ダム管理所
新潟県南魚沼市清水瀬６８６－５９

平成17年10月31日 5,250,000

ダム管理において緊急時対応を的確に行うための教育訓練マニュアル化に当たっては、全
国のダム・堰における異常作動事例を分析した上で教育訓練内容を検討する必要があり、ダ
ム・堰ゲートの異常作動に関する高度な知識と経験・能力が必要である。
また、行政上の政策検討として公平・中立の立場で評価した検討を行う必要がある。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由から本
業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項・予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの（H19年度以降
企画競争を実施）

4239 （社）雪センター
平成１７年度　凍結防止剤塩分追跡
調査業務委託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年5月13日 9,009,000

本業務を遂行するにあたり、次の条件が必要となる。①凍結防止剤の性状や雪寒対策に関
する専門知識と経験豊かな技術者を有していること。②調査地点の地形、気象、凍結防止剤
の散布方法や除雪方法を熟知する等ノウハウの蓄積があり、データ収集及び解析手法にお
いて信頼性・中立性が確保できること。③年度当初の雪解け直後に現地調査を行う必要が
あるため、現地状況を熟知しており、調査準備期間を短縮できること。（社）雪センターは、北
陸地方整備局管内において凍結防止剤に関する調査や雪寒対策関係の調査・研究を数多く
受託しており、これらの分野に関する総合的な専門知識と経験豊かな技術者を有している。
また、平成７年度より継続して同業務を実施しており、同業務遂行に必要な経験、知識を有し
ている。以上のことから、本業務を適切に遂行出来るのは当該法人しかいない。よって、会計
法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4240 （社）北陸建設弘済会
平成１７年度　建設技術の広報企画
等補助業務委託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年8月12日 64,995,000

本業務の実施にあたっては、①建設技術全般にわたる幅広い知識と建設事業に関わる施策
等に精通しているとともに、行政広報に関する豊富な知識と経験を有していることが不可欠で
ある。②産・学・官などの関係機関との連絡調整が必要であり、各機関と利害関係のない中
立・公平な立場を有してことが不可欠である。（社）北陸建設弘済会は建設行政の円滑な推
進を図り、国土の健全な発展に寄与することを目的に設立され、建設事業普及のための広
報活動等を行っている法人であり、行政広報に関するノウハウの蓄積と精通した技術者を有
し、公益法人として産・学・官の関係機関との連絡調整の経験を有するなど、建設技術の行
政広報企画補助に必要な知識と豊富な経験を有し、利害関係のない中立・公平な立場で円
滑確実に業務遂行が可能な執行体制を整えている唯一の機関である。以上の理由により会
計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により（社）北陸建設弘済会と随意契約
を結ぶものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から一般競争入札等に
移行64,995,000円）

4241 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度　北陸地方整備局管内
橋梁評価等業務委託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年9月9日 51,450,000

本業務の遂行にあたっては、道路橋の調査、設計、施工、点検手法、補修・補強方法等、橋
梁に関する総合的かつ高度な知識と豊富な経験を有していることが必要である。また、橋梁
評価に際しては、補修等の時期を判定することから、橋梁に関する技術的知見に加えて行政
的知見も必要であり、公平中立の立場の者が行う必要がある。（財）海洋架橋・橋梁調査会
は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境その他の問題についての調査研究、
知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることによって、国民経済の発達と国民
生活の向上に寄与することを目的とした財団で、道路橋に係わる調査・管理業務の高度な知
識・技術・情報と豊富な経験を有する唯一の公益法人であり、本業務に必要な上記能力を有
する者は、（財）海洋架橋・橋梁調査会をおいて他にない。したがって、会計法第２９条の３第
４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4242 （社）北陸建設弘済会
平成１７年度　雑草抑制に関する調
査検討業務委託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年9月27日 6,163,500

本年度業務は、平成１６年度からの継続業務であり、平成１６年度に行った現地調査（新潟・
上越・富山地区）及び検討会の評価・方針に基づき、現地追跡調査及び検討会による検討を
行い「雑草抑制技術資料」として取りまとめるものであるため、過去の業務と一体不可分の業
務である。（社）北陸建設弘済会は、建設事業に関する行政の補助業務を行っている法人で
あり、河川・道路の維持管理業務に必要な知識と経験を豊富に有し、中立・公平な立場で円
滑且つ確実に遂行可能な業務執行体制が整っているとともに、平成１６年度から本業務に携
わっているなど、本業務の遂行が可能な唯一の機関である。以上の理由により会計法２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4243 （社）雪センター
平成１７年度　道路標識冠雪対策検
討業務委託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年12月2日 8,085,000

本業務を遂行するにあたっては、①雪氷対策技術に関する総合的な専門知識を有すること。
②冬期の道路管理及び北陸地方の冬期間の気候に精通していること。③複数メーカーが関
係する調査であり、中立性・公平性が確保できること。が必要不可欠である。（社）雪センター
は、北陸地方整備局や管内各事務所において雪氷対策に関するの調査・研究を数多く行っ
ている公益法人であり、上記の諸条件に加え、平成１２年度から本業務に携わっていること
から、本業務の遂行が可能な唯一の機関である。上記の理由から、会計法第２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4244 （社）北陸建設弘済会
平成１７年度　ＣＣＴＶ映像データ活
用検討業務委託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年12月2日 6,300,000

本業務の遂行にあたっては、①道路の維持管理に精通し、道路情報機器に関する総合的な
専門知識を有すること。②行政機関を含む多くの者から技術情報を収集するとともに、複数
メーカーが関係する事象検知システムの検証であり、中立性・公平性の確保ができること。が
必要不可欠である。(社)北陸建設弘済会は、管内各事務所において道路の維持管理業務を
行っている公益法人であり、上記の諸条件に加え、平成１５年度から本業務に携わっている
ことから、本業務の遂行が可能な唯一の機関である。上記の理由から、会計法２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4245 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　アセットマネジメント
システム（橋梁編）に関する検討業
務委託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年12月22日 63,630,000

本業務の遂行にあたっては、①アセットマネジメントシステム及び橋梁データベースシステム
に精通していること。②道路構造物の維持管理に関する専門的かつ高度な知識を有してい
ること。が必要不可欠である。(財)道路保全技術センターは、上記の諸条件に加え、平成１３
年度からアセットマネジメントシステムの構築に携わっていることから、本業務の遂行が可能
な唯一の機関である。上記の理由から会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号の規定により随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4246 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度歩道除雪機械の安全
性向上に関する検討業務委託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年6月30日 28,665,000

（社）日本建設機械化協会 施工技術総合研究所は、①これまで雪関係各機関から多数の除
雪機械並びに除雪施工技術に関する業務を受託した実績があり、複数の除雪関連技術を統
合し実用に供する専門的かつ高度な技術力を有している。②新たな歩道除雪機械の開発に
ついて中立かつ公正な評価が行える唯一の法人であり、小形除雪車製作メーカが参画でき
る体制を有している。③性能試験に関する高度な技術力を有しており、民間の除雪機械メー
カから性能試験を受託している唯一の機関である。④業務は２年間で実施する計画で、前年
度業務と一体不可分である。以上の理由により、本業務は（社）日本建設機械化協会 施工
技術総合研究所でなければ遂行できない。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号により随意契約を締結するも
のである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4247 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度排水性舗装清掃車の
効率化に関する調査業務委託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年6月30日 12,495,000

（社）日本建設機械化協会 施工技術総合研究所は、①建設機械の性能向上および新機種
の開発などの調査試験において実用に供する専門的かつ高度な技術力と体制を有してい
る。②北陸技術事務所が現在特許出願中の「排水性舗装清掃車の目詰まり判別装置（公開
番号２００４－２８５７７０）」の実用化のため、総合的技術力を発揮し開発の目処を立たせ引
き続き開発の必要がある。③業務は３年間で実施する計画で、前年度業務と一体不可分で
ある。④特に「路面反射音の計測・評価システム」を実用化させるためには今までの技術根
拠をもって総合的性能を発揮させる必要があり他の研究機関では業務遂行が困難である。
以上の理由により、本業務は（社）日本建設機械化協会施工技術総合研究所でなければ遂
行できない。よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号により、上記法
人と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4248 （財）先端建設技術センター
平成１７年度　無人化施工技術に関
する検討業務委託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年8月4日 27,352,500

特許権（特願２０００－７８０５９異機種の操作を可能とする遠隔操作装置、特願２００３－３３
０４２９クレーン車のラジコン装置）に係わる共同出願人となっており、他の者と競争を許さな
いため。(会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３号) その他のもの  －

4249
（社）河川ポンプ施設技術協
会

平成１７年度　排水ポンプ車に関す
る調査検討業務委託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年12月13日 7,980,000

本業務は、排水ポンプ車の能力、コスト、運用性の改善を検討する業務であり、排水ポンプ
車の基準や取扱要領に精通する等幅広く、多くの知識と高度な技術力が必要である。また本
業務の実施にあたっては、排水ポンプ車に関する広範な情報を必要とし、これらのデータを
体系的に保有し収集する必要がある。さらに改善検討にあたっては、特定の技術や企業から
は異なる公平かつ中立な立場での実施が必要不可欠である。上記の条件を満たすのは当
該財団以外にない。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4250 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度　遠隔操縦式草刈機の
施工効率の向上に関する検討業務
委託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年12月13日 11,025,000

建設機械の調査研究及び改良を行い、建設機械化の推進及び普及を行っており、豊富な知
識と業務経験を有するとともに、中立かつ公正な立場で本業務を遂行できる唯一の機関であ
る。以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により（社）日
本建設機械化協会と随意契約を結ぶものである。 見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4251 （財）道路保全技術センター
平成１７年度アスファルト混合物事
前審査委員会運営等業務委託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年4月26日 16,590,000

（財）道路保全技術センターは、①「舗装施工管理技術者」資格試験を実施しているとともに、
各地方整備局から「性能規定発注方式に関わる性能評価審査機関」に指定された唯一の機
関であり、舗装技術全般にわたって専門的かつ高度な知識がある技術者を有している。②
「アスファルト混合物の事前審査機関」として、アスファルト混合物の品質について技術的評
価が行える専門的かつ高度な知識がある技術者を有している。③「アスファルト混合物の事
前審査機関」及び、「性能規定発注方式に関わる性能評価審査機関」として指定された唯一
の機関であり、公平な判断を要する業務の実績を有し、秘密保持に関しても信頼ができる。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により上記法人と随意契
約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4252 （財）道路保全技術センター
平成１７年度排水性舗装性能評価
業務委託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年4月26日 42,105,000

（財）道路保全技術センターは、①「舗装施工管理技術者」資格試験を実施しているとともに、
「アスファルト混合物事前審査機関」として、また各地方整備局から「性能規定発注方式に関
わる性能評価審査機関」に指定された唯一の機関であり、舗装技術全般にわたって専門的
かつ高度な知識がある技術者を有している。②各地方整備局から「性能規定発注方式に関
わる性能評価審査機関」として指定された唯一の機関であり、排水性舗装の品質について技
術的評価が行える専門的かつ高度な知識がある技術者を有している。③「性能規定発注方
式に関わる性能評価審査機関」として指定された唯一の機関であり、公平な判断を要する業
務の実績を有し、秘密保持にしても信頼ができる。よって、会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号により、上記業者と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4253 （財）道路保全技術センター
平成１７年度路面下空洞探査業務
委託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年4月28日 58,065,000

(財)道路保全技術センター」は、①路面下空洞探査手法を確立し、「路面下空洞点検マニュ
アル（案）」を取りまとめるなど、路面下空洞調査という特殊な技術に専門的知識を有してい
る。②路面下空洞探査車の操作に精通し、レーダ解析の経験が豊富である。また、歩道探査
車を国内で有している唯一の法人であり、その操作に精通している。③空洞柱状図の写真撮
影を含む「舗装道路の地盤構造調査方法」の特許（特許第２８５２５５９号）を有し、豊富な経
験を有している。④平成５年度から管内での路面下空洞探査業務を行っており、管内におけ
る路面陥没事例及び現場状況に精通している。以上の理由により、本業務を遂行する条件
を満たすのは「財団法人道路保全技術センター」のみである。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、上記法人と随意
契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4254 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度橋梁塩害対策検討業
務

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年5月24日 28,665,000

本業務の遂行にあたっては、道路橋の調査・設計・施工・点検手法・診断技術・補修補強方
法等橋梁に関する総合的かつ高度な知識と豊富な経験を有していることが必要である。ま
た、補修技術については、中立的、公平的に評価する必要がある。併せて、学識経験者を含
めた委員会運営を行うことから、橋梁に関する技術的知見に加えて行政的な視野にたった知
見も必要不可欠であるとともに、公平中立の立場の者が行う必要がある。（財）海洋架橋・橋
梁調査会は、道路橋に係わる調査・管理業務の高度な知識・技術・情報と豊富な経験を有す
る唯一の公益法人であり、本業務に必要な上記能力を有する者は、（財）海洋架橋・橋梁調
査会をおいて他にない。したがって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３項の規定により、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4255 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　水質自動監視装置の
活用に関する調査検討業務委託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年7月8日 8,190,000

本業務の実施に当たっては、水環境改善に関する豊富な知見、高度な技術、検討事例等の
データの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能
力を有することが必要となる。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平な検討が必要である。従って
当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項・予決令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの（H19年度以降
企画競争を実施）

4256 （社）北陸建設弘済会
平成１７年度単位水量測定器改良
検討業務委託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年11月2日 13,125,000

本業務の遂行に当たっては、「Ｗ／ＣミータＭＴ－２００」に関する専門的な知識とともに、コン
クリートの単位水量測定に関する高度でかつ専門的な知識を有していることが必要不可欠で
ある。
（社）北陸建設弘済会は、建設行政の円滑な推進と建設事業の進展を図ることにより、一般
社会の利益を増進し、国土の健全な発展に寄与することを目的に設立され、建設事業に関
する行政の補助業務を行っている法人であり、北陸技術事務所とともに「Ｗ／ＣミータＭＴ－２
００」を開発し、共同で特許（第３７００９２５号）を取得しており、「Ｗ／ＣミータＭＴ－２００」に関
する専門的な知識とともに、コンクリートの単位水量測定に関する高度でかつ専門的な知識
を有している。また、上記法人は、平成１６年度に「Ｗ／ＣミータＭＴ－２００」の改良法につい
て検討しており、本業務はその検討に基づき試作器を制作改良するものであり昨年度業務と
は一体不可分な業務であることから、本業務を適切に遂行できるのは、上記法人以外にな
い。
以上の理由により会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を
締結するものである。

その他のもの
18年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4257 （社）北陸建設弘済会
平成１７年度　多自然型川づくりの
生態系調査及び評価に関する調査
検討業務委託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年11月2日 8,925,000

①　管内の河川行政に精通した技術者を多数有している。また、平成１３年度に作成した北
陸地方整備局多自然型川づくり事例集の作成に携わっており、管内の多自然型護岸工を熟
知している唯一の第三者機関である。②　中立的な立場での業務を数多く経験している公益
法人であり、中立・公正な評価が可能である。③　平成１５・１６年度に当該業務を実施してお
り、本業務はそれらの調査結果に基づき「手引き（案）」を作成するものであり、過去の業務と
一体不可分な業務である。よって本業務を適切に遂行できるのは、上記法人以外にない。以
上の理由により会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を締
結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（18年度から一般競争入札等に
移行）

4258 （財）道路保全技術センター
平成１７年度排水性舗装の耐久性
向上補助工法及びＳＭＡ舗装に関
する調査検討業務委託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年11月29日 11,550,000

（財）道路保全技術センターは、①道路行政的視野に立った技術経験と舗装に関する高度な
専門的知識を有している。②業務上知り得る企業情報や各種資料等に関し、利害に関わら
ない中立性・公正性が必要不可欠であり、本業務を円滑かつ確実に遂行可能な業務執行体
制が整っている唯一の機関である。
以上の理由により会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を
締結するものである。 見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4259 （財）道路保全技術センター
平成１７年度路面性状調査管理運
用業務委託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年11月29日 10,122,000

（財）道路保全技術センターは、①道路行政的視野に立った技術経験と舗装に関する高度な
専門的知識並びに中立・公正な判断能力を有している。②舗装管理支援システム及び更新
システムの構築に携わっており、本業務を遂行できる唯一の機関である。
以上の理由により会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を
締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
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4260 （社）北陸建設弘済会
平成１７年度　防災情報共有化シス
テム改良等業務委託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年8月12日 13,125,000

業務の実施にあたっては、北陸地方整備局防災業務を迅速かつ的確に遂行するために構築
した防災情報共有化システムについて熟知しているほか、北陸地方整 備局が実施する防災
業務全般に精通し、かつ行政的視点から専門的な知識、経験が必要である。社団法人北陸
建設弘済会は、建設行政の円滑な推進と建設事業の進展を図ることを目的に設立され、建
設事業や防災業務等に関する行政の補助的業務を行っている法人であり、当該システムに
ついては、平成１５年度にシステム構築及び試験運用、平成１６年度にＧＰＳ携帯機能の追
加を実施している。本業務は、災害時の情報収集・提供の高度化及び平常時の活用検討等
を行うものであるが、上記法人は国土交通省の災害時や平常時の河川・道路巡視等を実施
しており、災害対応並びに河川・道路巡視の知識と経験のある技術者を多数有している唯一
の機関である。以上の理由により、会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から一般競争入札等に
移行13,125,000円）

4261 （財）先端建設技術センター
平成１７年度新技術活用検討業務
委託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年6月22日 30,450,000

本業務の遂行にあたっては、①技術活用促進システム全体を熟知し業務に精通しているこ
と。②建設技術に関する先端的な幅広い専門知識を持っていること。③全国的・行政的な視
野に立って公正・的確な技術の評価ができること。が必要となり（財）先端建設技術センター
は、建設分野における先端建設技術の研究開発及び普及を目的として設立された法人で、
先端建設技術に関する全国の技術情報を集積し、技術活用促進システムの開発・運用に主
導的な役割を果たしている、本業務を遂行するための豊富な実績と経験を有している唯一の
法人である。また、同センターは、過年度から当事務所の「新技術評価等業務」を受託してお
り、本業務における「新技術の成立性及び実施条件下での適用性」等に係わる評価に関して
も、経験・知識を有している。以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号により、（財）先端建設技術センターと随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（30,450,000円）

公募手続きを導入

4262 （財）先端建設技術センター
平成１７年度環境マネジメントシステ
ム運用補助業務委託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年6月20日 6,300,000

本業務をの実施にあたっては、①公共事業担当機関におけるＥＭＳの運用補助であるため、
高度な公共事業のマネジメント知識と国際規格審査等ができる資格・経験を有すること。②
中立かつ公平性のある広範な知見と、公共事業について高度な行政経験があること。③建
設行政におけるＩＳＯ１４００１の取り組みを熟知していること。④当事務所は、ＩＳＯ１４００１の
認証を取得しており、これまでの当事務所におけるＥＭＳの運営方針・取組み内容等を十分
熟知していること。が必要であり（財）先端建設技術センターは、建設分野における先端建設
技術の研究開発及び普及を目的として設立された法人で、建設事業に係る環境保全、改善
等の調査研究を行っている。公共事業におけるＥＭＳの導入についても、平成１０年度より国
土交通省の「ＩＳＯ１４００１に基づくモデル事業を実施するための検討委員会」の運営支援を
行うなど、公共事業担当機関が行うＥＭＳの構築やこれまでの経緯等について熟知してい
る。また、ＪＡＢ（日本適合性認定協会）から環境審査員研修機関に認証されており、ＩＳＯ１４
００１環境審査員の資格を持つ人材を多数保有している。また、同センターは平成１６年度に
当事務所の「環境マネジメントシステム運用支援業務委託」を受託しており、当事務所におけ
るＥＭＳの構築・運用に関しても経験・知識を有している。以上のことから、当該業務遂行に
必要とされる高度な行政知識及び体制を有している唯一の機関である（財）先端建設技術セ
ンターと、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、随意契約を結ぶ
ものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（6,300,000円）

公募手続きを導入

4263 （社）北陸建設弘済会
平成１７年度地盤図集改訂検討業
務委託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年12月22日 11,550,000

本業務の実施にあたっては、①地盤情報共有化システムの検討のために、建設技術全般に
わたる幅広い知識と建設事業に係わる知識を有すること。②行政機関を含む多くの者から収
集する技術情報の整理・提供を行うこと及び地盤情報の有効活用等の検討を行う協議会を
運営するためには、中立・公平性が確保できること。以上が必要不可欠である。(社)北陸建
設弘済会は、建設行政の円滑な推進と建設事業の進展を図ることにより、一般社会の利益
を増進し、国土の健全な発展に寄与することを目的に設立され、中立・公平な立場で円滑且
つ確実に本業務の遂行が可能な唯一の機関である。以上の理由から、会計法２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第３号により（社）北陸建設弘済会と随意契約を結ぶものであ
る。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から一般競争入札等に
移行11,550,000円）

4264 （財）日本緑化センター
野生ゾーン自然生態調査他その２
業務委託

高津　知司
国営越後丘陵公園事務所
長岡市青葉台一丁目甲１２０番８

平成17年6月21日 54,285,000

　当法人は、緑化に関する総合的な調査研究、技術開発、情報の収集・提供、緑化技術及び
緑化思想等の普及指導等の業務を行うことにより、緑化の円滑な推進を図り、もって国民の
生活環境の向上に資することを目的として設立されており、専門的かつ幅広い知識を有して
いるだけでなく、野生ゾーンに求められる、動植物の生息空間を復元する技術及びこの技術
に基づいた公園としての利活用を前提とした管理・運営技術の開発に係わる試験・運用実績
を多く有している。また、本公園において環境管理検討や希少生物種保全対策及び自然生
態調査を継続的に実施しているため、当公園の動植物の生育・生息状況や自然特性等を詳
細に把握している唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの（19年度契約で
は、企画競争を実施し、20年度以降、
総合評価による一般競争等に移行）

公募手続きを導入す
るもの

4265 （財）公園緑地管理財団 健康ゾーン利用促進検討業務
高津　知司
国営越後丘陵公園事務所
長岡市青葉台一丁目甲１２０番８

平成17年8月12日 18,018,000

　当法人は、公園緑地の管理運営に関する総合的な調査研究、技術開発及び公園緑地の
利用増進のための知識の普及啓発、並びに国営公園等の管理運営を行うこと等を目的に設
立されており、かつ国営越後丘陵公園の管理運営を開園以来継続的に実施していることか
ら、前記要件を十分満足している唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号） 見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの（19年度契約で
は、企画競争を実施し、20年度以降、
総合評価による一般競争等に移行）

公募手続きを導入す
るもの
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4266 （社）日本公園緑地協会
文化ゾーン実施基本計画他業務委
託

高津　知司
国営越後丘陵公園事務所
長岡市青葉台一丁目甲１２０番８

平成17年11月18日 16,800,000

　当法人は、公園緑地等に関する調査・研究・計画及び設計等を行うことを目的に設立され
ており、かつ「国営越後丘陵公園野生・文化ゾーン実施基本計画」を策定し、平成１３年度の
「野生・文化ゾーン基本設計業務委託」、平成１５年度の「野生・文化ゾーンインフラ整備等検
討業務委託」の実績を有し、文化ゾーンの計画・設計に係わる業務を実施している唯一の機
関であることから、前記要件を十分満足している。 よって、本業務の内容に精通・熟知し、本
業務を遂行できる唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの（19年度契約で
は、企画競争を実施し、20年度以降、
総合評価による一般競争等に移行）

公募手続きを導入す
るもの

4267 （財）日本気象協会 防災情報配信業務
高津　知司
国営越後丘陵公園事務所
長岡市青葉台一丁目甲１２０番８

平成17年9月30日 28,350

当法人は気象に関する科学及び技術の進歩に協力するとともに、気象の利用方法の普及並
びに指導を行うことにより気象に関する事業の発展を図り、以て公共の福祉の増進に寄与す
ることを目的に設置された機関である。また、設立以来50年にわたって蓄積してきたデーター
を基に気象に関する幅広い調査・研究等を実施し、必要な情報を迅速かつ正確に提供してき
た実績を有していることから、本業務を確実に遂行できる唯一の機関である。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの（準備期間を経
たのち移行）

4268 （財）道路新産業開発機構
大和ＰＡスマートインター運用対策
検討業務

坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地
１

平成18年3月13日 41,685,000

「ＳＡ・ＰＡに接続するスマートＩＣ社会実験」は国土交通省が本格導入に向けた社会実験施策
であり、(財)道路新産業開発機構が国土交通省の指導の下で、コスト縮減を図った一時停止
型ＥＴＣ機器の開発を進めてきていることから、本業務を実施出来る者は上記法人のみであ
る。上記法人と契約を行い、実験を実施してきているが、継続した運用対策検討が必要に
なった。
以上のことから、上記法人と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令
第１０２条の４第３号）

１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの

-

4269 （財）道路新産業開発機構
黒埼ＰＡスマートインター運用対策
検討業務委託

中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成18年1月12日 41,475,000

「ＳＡ・ＰＡに接続するスマートＩＣ社会実験」は国土交通省が本格導入に向けた社会実験施策
であり、(財)道路新産業開発機構が国土交通省の指導の下で、コスト縮減を図った一時停止
型ＥＴＣ機器の開発を進めてきていることから、本業務を実施出来る者は上記法人のみであ
る。上記法人と契約を行い、実験を実施してきているが、継続した運用対策検討が必要に
なった。
以上のことから、上記法人と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行　一般競争
入札に移行38,357,500円、企画競争
に移行3,117,500円）

公募手続きを導入

4270 （社）北陸建設弘済会
平成１７年度一般競争（指名競争）
参加資格審査業務委託

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年4月1日 6,405,000

資格審査認定は申請者の当局発注工事・業務に参入するための必須条件となり、申請者の
個人情報を取り扱う極めて特殊な業務であるため、迅速な事務処理が求められるとともに、
高度な守秘義務が必要とされるものである。よって利害関係がなく、競争参加資格審査に精
通した知識が必要である。当該法人は、本業務を遂行するに必要な専門的知識を有している
職員を擁しており、本業務を履行できる唯一の法人である。(会計法第２９条の３第４項､予決
令第102条の4第3号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)

4271 日本通運（株） 倉庫借上保管契約
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年4月1日 4,880,039

本倉庫は、平成17年3月22日から平成17年3月31日までの契約期間で当該業者と賃貸借契
約を締結している。今年度においても、当局内に保管する場所がなく、借上げをせざるを得な
い状況となり、保管場所を変えると移設に多大な費用が要することから当該業者と随意契約
するものである。(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号) その他のもの

当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4272 （社）北陸建設弘済会 人事統計等基礎資料確認業務
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年10月4日 1,764,000

過去の北陸地方整備局の組織の変遷や給与制度の改正等を熟し、人事記録の作成・保管
等に関する業務に精通した人材が必要である。また、本作業は、個人情報を扱うことからプラ
イバシーの保護に 大限の注意を払い、秘密裏保持が求められる極めて特殊な業務であ
る。当該法人は、本作業を遂行することに必要な国家公務員法、給与法及び地方整備局組
織規則等に精通した豊富な行政経験や専門知識を有した職員を擁している。また、本業務を
円滑かつ確実に実行するための業務体制も整っており、迅速かつ良好な成果が期待できる
唯一の法人である。(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

単価

4273 （社）北陸建設弘済会 公報データベース移設作業
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年12月15日 399,000

当該法人は、本システムの開発業者であり、システム運用の知識、設定環境を詳細に理解し
ており、本業務の目的を達成できる唯一の業者である。よって、会計法第２９条の３第４項及
び予決令第102条の4第3号により、随意契約を行うものである。

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4274 （社）北陸建設弘済会 支出証拠書類編纂等単価契約
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年4月1日 3,072,713

本業務の実施に当たっては、計算証明規則等の関係規定に精通し、専門性の高い知識が必
要となる。また編纂する証拠書には債権者の個人情報記載文書が多く存在し、通常以上の
秘匿性が要求される。この用件を満たすものは、公益性の強い当該法人しかいない。(会計
法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号) 見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)

単価契約

4275 （社）北陸建設弘済会 物品購入（用紙）
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年4月27日 123,370

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4276 （社）建設広報協議会 物品購入（パンフレット）
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年6月16日 200,000

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)
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属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4277
（財）不動産適正取引推進機
構

物品購入（表彰状用紙）
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年7月12日 2,100

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4278 （社）北陸建設弘済会 物品購入（用紙）
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年8月11日 4,700

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4279 （社）北陸建設弘済会 物品購入（用紙）
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年8月16日 107,370

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4280 （社）北陸建設弘済会 物品購入（用紙）
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年11月1日 211,290

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4281 （社）北陸建設弘済会 物品購入（用紙）
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成18年2月7日 3,540

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4282 東北電力（株） 電気料
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年4月1日 59,769,377

地区唯一の電力供給者(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)

4283 （財）日本気象協会 平成１７年度気象情報提供業務
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年4月1日 3,790,500

新潟市に情報配信拠点を有し、緊急時にも信頼性の高い専用回線により、北陸地方整備局
まで気象情報を配信できる唯一の情報提供機関である。よって会計法第２９条の３第４項、
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき、随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（3,790,500円）

4284
（財）日本建設情報総合セン
ター

工事及び測量調査設計業務実績情
報提供業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年4月1日 5,670,000

工事・業務実績、技術者データ等の情報の提供を受けるもの。
工事・業務実績、技術者データ等の情報を持っている唯一の機関である。
以上より、上記法人と会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
に基づき、随意契約を締結するものである。 その他のもの 　－

4285 （財）建設業技術者センター 企業情報提供業務
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年4月1日 3,150,000

本業務は、北陸地方整備局の指名支援システムに使用する本支店情報及び経営事項審査
等の情報提供を受け、建設工事の入札・契約の適正な執行を図ること。及び、監理技術者の
資格の有無、重複及び配置状況の情報提供を受け、建設工事における品質の確保並びに
不良、不適格業者の排除を図るものである。
これらの情報収集を行っているのは、(財)建設業技術者センターが唯一の機関として行って
いる。以上の理由により、上記法人と会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号に基づき、随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（3,150,000円）

4286 （財）建設物価調査会
平成１７年度建設資材等価格提供
（その１）業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年4月25日 3,683,400

積算にあたり必要となる材料単価等のデータ提供業務。
「建設物価及び材料単価データベース」を発行・作成している唯一の機関である。以上より、
上記法人と会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき、
随意契約を締結するものである。

その他のもの 　－

4287 （財）経済調査会
平成１７年度建設資材等価格提供
（その２）業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年4月25日 3,888,150

積算にあたり必要となる材料単価等のデータ提供業務。
「積算資料及び材料単価データベース」を発行・作成している唯一の機関である。
よって、緊急を要するため競争に付することができないことから、会計法第２９条の３第４項及
び予決令第１０２条の４第３号に基づき上記法人と随意契約を行うものである。

その他のもの 　－

4288 （財）公園緑地管理財団
平成１７年度国営越後丘陵公園維
持管理業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年4月1日 375,400,000

　本業務の実施にあっては、多岐にわたる公園管理業務を総合的に実施できる経験と能力、
公園管理者である国に変わって業務を行うことから「公権力の行使に結びつく入園料の徴
収、利用者指導、警備を適切に行い得る組織としての都市公園法等関係法令についての専
門的な知識と経験並びに信頼性、中立性、公平性及び安定性」、「国の歳入となる入園料の
一時的管理を担うところの組織の信頼性、安定性」、「行歳事等の企画・実施にあたって公共
の資産としての活用を行い得る中立性、公平性などの資質をそなえていること」が必要であ
る。当財団は、国営公園の維持管理業務の受託、公園緑地の管理運営に関する総合的な調
査研究などの事業を行っているとともに、平成15年度までに全国で１３箇所の国営公園にお
いて維持管理業務を実施してきた経験を有している。また、国営公園管理に関する技術的備
蓄、公園管理に必要となる行政的な判断力と専門的知識を備えているため。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの（公募
手続きを導入したもの）

4289 （社）北陸建設弘済会
図書「土木工事共通仕様書（平成１
７年４月）」５７０冊外１点購

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年8月19日 3,784,000

当該書籍等の購入は、当該法人が唯一の発行・販売元であるため、その者から直接調達す
る、若しくは購入せざるを得ない。(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
  -   (随意契約によらざるを得ないも
の)



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4290
（財）日本建設情報総合セン
ター

ＣＤ－ＲＯＭ「平成１７年度建設リサ
イクルデータ統合システム」

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年9月16日 1,056,720

本購入品は、その平成１７年度建設副産物実態調査（全国センサス）で使用する調査票の入
力に対応したデータ統合システムであり、データを迅速に集計するために欠かせないツール
である。
また、本システムは全国建設副産物対策連絡協議会の中で検討がなされ、開発及び管理運
営が上記法人に託されている。
そのため、平成１７年度建設副産物実態調査（全国センサス）を円滑に進めるためには本購
入品を活用することが も有効であり、本システムの開発及び管理を行っている上記法人以
外にシステムを有していない。以上より、上記法人と会計法第２９条の３第４項、予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号に基づき、随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（1,056,720円）

4291 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年4月1日 5,103,000

　これまでにも一貫して河川管理等の協力を得ながら継続的に、河川・流域情報の収集、処
理・加工、解析、保管及び提供に関する各種業務を、数多く実施し、豊富な経験を積み重ね
てきた。
　とりわけ、本業務内容に関連しては、上記法人は昭和６１年６月より継続して、全国の河川
情報提供業務を実施しており、各地方整備局からは河川管理者が有する雨量、水位、水質、
警報注意報の発令状況等のデータを、気象庁からは気象情報を収集し、流域毎にとりまと
め、データ処理し、発信していることから、本業務の条件を満たす唯一の機関である。
　以上の理由から、河川情報システムを構築、運営している唯一の機関である上記法人と会
計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により、随意契約を実施するも
のである。

その他のもの
－
（17年度限り）

4292 （財）河川情報センター 河川等許認可システム移設作業
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年12月12日 1,260,000

本業務は、許認可システムを改良、移設するものである。当該財団は、許認可システムの開
発・改良に携わってきた唯一の者であり、代替性のない特定の知識等を有している。（会計法
第２９条の３第４項・予算決算及び会計令第１０２条の４第３号） 見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4293 （独）土木研究所
急流河川における効率的な河岸防
御工法に関する調査業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年10月20日 16,129,050

技術基準を策定し根拠に精通しているとともに特定の者の利益とならない中立性・公共性を
備えている唯一の機関。
全国を網羅して河川に関する水理実験、現地観測データをを網羅した普遍的なデータべース
を構築・保有しており、現地データ評価に基づく技術基準策定検討に必要不可欠なデータ
ベースを保有する唯一の機関。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4294 （財）河川環境管理財団 物品購入（図書）
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年8月26日 2,270,400

当該書籍等の購入は、当該法人が唯一の発行・販売元であるため、その者から直接調達す
る、若しくは購入せざるを得ない。(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
  -   (随意契約によらざるを得ないも
の)

4295 （財）交通統計研究所
道路交通センサスＯＤ調査における
営業用車関連業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年8月19日 9,702,000

(財)交通統計研究所は、交通統計に関する実証的な調査研究機関として、昭和３７年４月、
運輸大臣の認可により設立された唯一の公益法人であり、本業務で必要な情報を取り扱え
る唯一の機関である。また、設立以来４０年以上にわたり、交通統計データの収集・整理、交
通運輸に関する調査・分析を積極的に進め、各種旅客流動調査、意識調査の調査業務を
行っており、交通運輸に関する業務知識、各種運輸関係報告帳票に関する知識、営業用車
の業界知識を持っている十分信頼できる機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を行うもの
である。

見直しの余地があるもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4296
（財）日本デジタル道路地図
協会

デジタル道路地図更新作業
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成18年1月31日 25,200,000

「デジタル道路地図データベース」は、官民の取り決めに基づき双方の負担により作成・更新
されており、その著作権を有している唯一の財団であるため。（会計法第２９条の３第４項、予
決令第１０２条の４第３号） その他のもの -

4297 （社）北陸建設弘済会 「道の相談室」運営補助業務
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年4月1日 1,555,613

「道の相談室」は、道路利用者から寄せられる通報・苦情・相談・問合せ・意見等に対し、総合
的な道路相談窓口として機能するものであり、正確・迅速な対応、処理に務めるとともに、他
の道路管理者等との密接な連携が求められる。従って、本業務の遂行にあたっては、道路管
理及び行政に関する専門知識、管内の道路状況や他機関との情報連絡系統に精通している
他、中立性・公平性を有している必要がある。
（社）北陸建設弘済会は、中立性、公平性を有しており、組織内には建設マネジメント企画室
や北陸地域づくり研究所を有し、他の道路管理者とも密接な連携を図っている。また、道路管
理及び行政の専門的分野に精通した人材を有しているとともに、管内の道路状況を把握して
いることから、本業務を円滑かつ確実に遂行できる体制が整っている唯一の団体である。
以上の理由により、随意契約を締結するものである。上記法人と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4298 （社）北陸建設弘済会 物品購入（パンフレット）
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年12月15日 1,575,000

当該書籍等の購入は、当該法人が唯一の発行・販売元であるため、その者から直接調達す
る、若しくは購入せざるを得ない。(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
  -   (随意契約によらざるを得ないも
の)



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4299
（財）建築コスト管理システム
研究所

営繕積算システムＲＩＢＣ賃貸借
柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年4月1日 1,402,380

「営繕積算システムＲＩＢＣ」は、各府省庁の統一基準である「公共建築工事基準」、「公共建
築工事標準歩掛り」、公共建築工事共通費積算基準」及び「公共建築工事内訳書標準書式」
に基づく積算システムで、特に複合単価においては、毎年行われる標準歩掛りの改正及び
市場単価の追加に的確に対応している。また、間違いのない確実な計算及び高い機密性を
保持するなど、公共建築工事においてその使用に耐えうる性能を有する唯一の積算システ
ムである。なお、同システムは、国土交通省、各都道府県及び政令指定都市で構成されてい
る「営繕積算システム等開発利用協議会」の意向を基に同研究所が開発したものであり、同
研究所がシステムの賃貸借及びサポートに係る業務履行できる唯一の者である。（会計法第
29条の３第４項）

その他のもの －
単価契約
予定総額
1,427,580

4300
（財）不動産適正取引推進機
構

宅地建物取引業・建設業者等閲覧
システム電算処理業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年4月1日 3,016,437

　本システムは、業者情報を電子化し、全地方整備局で共有することで、一般閲覧者への対
応や個々の業者監督を行う上で必要な情報を整備局において入手することが可能となるも
のである。本システムの稼働にあたっては通常時の維持管理及び障害発生時の対応、さら
には膨大なデータの集中管理、区分別関連付け等を行わなければならず、専門的な知識を
有する相当数の人員の確保と組織の整備が必要である。また、本システムは極めて公共性
が高い行政事務の一部を分担するものであることから、営利を目的としない中立公正な組織
であることが必要である。（財）不動産適正取引推進機構（以下、「機構」という。）は宅地建物
取引業に関する紛争処理等や宅建主任者試験の実施など、行政庁と密接な関連のもとに事
業を遂行してきており、宅建業免許事務等処理システムについても共用開始から現在までそ
の管理・運用を的確に行ってきた実績がある。さらに本システムは機構が開発したものであ
り、機構は本システムを熟知している。よって本業務を遂行できる唯一の法人であることか
ら、当該法人と随意契約を行ったものである。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの －（随意契約によらざるを得ないもの）

4301
（財）不動産適正取引推進機
構

宅地建物取引業免許事務等処理シ
ステム電算処理業務委託

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年4月1日 1,562,583

　本システムは宅建業免許等審査事務を全国オンラインネットワーク化することにより事務の
厳正化・迅速化を図るものである。本システムの稼働にあたっては通常時の維持管理及び非
常時の対応、さらには膨大なデータの集中的な管理とその活用を図るために、専門的な知識
を有する相当数の人員の確保と組織の整備が必要である。また、本システムは極めて公共
性が高い行政事務の一部を分担するものであることから、営利を目的としない中立公正な組
織であることが必要である。（財）不動産適正取引推進機構（以下、「機構」という。）は宅地建
物取引業に関する紛争処理等や宅建主任者試験の実施など、行政庁と密接な関係のもとに
事業を遂行してきており、本システムについても共用開始から現在までその管理・運用を的
確に行ってきている。よって本業務を遂行できる唯一の法人であることから、当該法人と随意
契約を行ったものである。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの －（随意契約によらざるを得ないもの）

4302 （財）建設業情報管理センター
建設業情報管理システム電算処理
業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年4月1日 1,882,860

　本業務は、建設業許可事務等を行う国土交通省（地方支分部局及び沖縄総合事務局）及
び都道府県（以下「許可行政庁」という。）が、同一のデータベースに自らが許可した建設業
者に係る技術者等のデータを登録することで、
①　建設業者間における技術者の名義貸し等を防止する
②　建設業者の許可情報等を許可行政庁間で共有する
ことにより、建設業者に対する指導監督業務を適正に行う
こと等を目的とするものであり、すべての許可行政庁が同一のシステムを活用して行う必要
がある。
　左記財団法人の建設業情報管理システムは、上記目的のために、国土交通省及び４７都
道府県が取り決めの上構築されたシステムであり、左記財団法人を唯一の契約先とせざるを
得ない。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

その他のもの －（随意契約によらざるを得ないもの） 単価契約

4303
（財）不動産適正取引推進機
構

宅地建物取引業・建設業者等閲覧
システムに係る宅地建物取引業者
データ作成業務(単価契約）

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年4月1日 25,868

　本業務は、宅建業免許にかかる申請書等の書面についてスキャニングを行いイメージデー
タを作成するものである。当該データは一般の閲覧の用に供され、また個々の業者に対する
指導監督にも使用されることから、本業務には高い精度が求められるところであることに加
え、個人情報も扱うため機密保持に十分配慮しなければならない。（財）不動産適正取引推
進機構（以下、「機構」という。）は宅地建物取引業に関する紛争処理等や宅建主任者試験の
実施など、国土交通省及び都道府県の宅建所管部局と密接な連携のもとに事業を遂行して
きており、宅建業免許事務等処理システムについても共用開始から現在までその管理・運用
を的確に行ってきた実績がある。また、機構は国土交通大臣の認可により設立された法人で
あることから、免許行政庁の強い監督下に置かれる法人であるとともに、営利を目的としない
中立公正な組織であり、極めて公共性の高い事務の一部を担うことができる。このように機
構は過去から宅建免許事務等処理システムの管理・運用等をおこなってきた実績があり、宅
建免許事務に深い知識を有するばかりでなく、閲覧システムの管理・運用も行うことから同シ
ステムに習熟しており、中立公正な立場で本業務を適正かつ円滑に実施する能力を有する
唯一の法人であることから、当該法人と随意契約を行ったものである。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの（18年度契約か
ら）

公募手続きを導入す
るもの

4304 （独）都市再生機構
糸魚川駅北地区まちづくり計画策
定支援調査業務

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年6月27日 6,982,500

本業務の遂行にあたっては、都市再生整備計画の策定等に必要な調査やコミュニティ形成
に配慮すべき内容、参加型まちづくりなど様々な市街地整備の実績を有しており、さらにＨ１
６年度では糸魚川市から業務を受託していることなどから、行政的視点に立って、中立性、公
平性を有しつつ、業務を遂行することができる唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの（１８年度契約
から）

公募手続きを導入す
るもの
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緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4305 （社）北陸建設弘済会
災害対策用機械等出動及び管理作
業

柳川　城二
北陸地方整備局
新潟市美咲町１－１－１

平成17年4月8日 39,073,837

本作業の遂行を円滑に行うにあたっては、
①北陸地方整備局管内の河川や道路の事情を的確に把握していること。
②災害対策に対し、機動的に臨機の処置がとれる専門的かつ高度の技術者を北陸地方整
備局管内全域に有していること。
上記条件を勘案して業者選定を行ったところ、災害対策用機械等の運転操作に関して実績
があり、北陸地方整備局管内の道路・河川の状況を把握しており、北陸地方建設局管内の
各地に出先機関を持ち機動的対応できる者は、（社）北陸建設弘済会以外になく、競争が成
立しない。以上より、上記法人と会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号に基づき、随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（39,073,837円）

単価契約
公募手続きを導入

4306 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
松井　健一
信濃川下流河川事務所
新潟市文京町１４番１３号

平成17年4月1日 3,780,000

　昭和６１年６月より継続して、全国の河川情報提供業務を実施しており、各地方整備局から
は河川管理者が有する雨量、水位、水質、警報注意報の発令状況等のデータを、気象庁か
らは気象情報を収集し、流域毎にとりまとめ、データ処理し、専用端末機により終日、関係機
関や個人等に対して情報提供している唯一の機関である。
　以上のことから、上記法人は本業務に必要な経験・知識等を豊富に有している唯一の機関
であることから、同法人と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項および予決令
第１０２条の４第３号）

その他のもの
－
（17年度限り）

4307 （社）北陸建設弘済会
新潟大堰他３施設操作補助業務委
託

松井　健一
信濃川下流河川事務所
新潟市文京町１４番１３号

平成17年4月1日 77,332,500

　当該業務遂行に必要な技術的・行政的知識及び経験を有する技術者が多く、かつ本業務
を当該施設完成時より継続的に実施しており、本業務の執行に必要とされる、現地の状況や
堰・水門操作に関する高度の行政的・技術的・専門的知見に も精通しており、なおかつ高
い公平性・信頼性を有する。
　以上のことから、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯一の法人であり、上記適
用法令に基づき随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項および予決令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4308 （社）北陸建設弘済会
信濃川下流広報活動企画運営業務
委託

松井　健一
信濃川下流河川事務所
新潟市文京町１４番１３号

平成17年4月21日 32,340,000

　国土交通行政における広報活動業務の経験が豊富で、信濃川下流及びその管内状況にも
精通しているほか、公益法人の特性を生かして県、市町村、学校等との調整を円滑に行うこ
とができ、適切な成果が期待できる。
　また、上記法人は、北陸地方の建設事業に関して熟知しており、本業務の遂行に必要な、
高度な専門的知見、並びに公平性を有しているとともに、多様なニーズへの広がりを見せて
いる河川行政に対応できる技術者を多数有していることから、本業務を確実に執行できる唯
一の機関である。
　上記のことから、本業務に求められる行政的配慮を踏まえた広報活動を適切に遂行できる
のは、(社)北陸建設弘済会以外にない。よって、会計法第29条の3第4項、予決令第102条の
4第3号により、 (社)北陸建設弘済会と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（18年度から一般競争入札等に
移行）

4309 （社）北陸建設弘済会
信濃川下流管内河川巡視等業務委
託

松井　健一
信濃川下流河川事務所
新潟市文京町１４番１３号

平成17年4月1日 39,213,649

　当該業務遂行に必要な技術的・行政的知識及び経験を有する技術者が多く、かつ長年本
業務を継続的に実施していることから、現地の状況にも も精通し、かつ、高い信頼性をもっ
て公正な立場で適切な管理を行うことができる。
　以上のことから、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯一の法人であり、上記適
用法令に基づき随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項および予決令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4310 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
松井　健一
信濃川下流河川事務所
新潟市文京町１４番１３号

平成17年4月25日 88,140

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4311 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
松井　健一
信濃川下流河川事務所
新潟市文京町１４番１３号

平成17年8月1日 66,380

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4312 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
松井　健一
信濃川下流河川事務所
新潟市文京町１４番１３号

平成17年10月26日 9,900

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4313 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
松井　健一
信濃川下流河川事務所
新潟市文京町１４番１３号

平成18年1月26日 18,720

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4314 東北電力（株） 電気料
松井　健一
信濃川下流河川事務所
新潟市文京町１４番１３号

平成17年4月1日 45,755,815

地区唯一の電力供給者(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)

公募手続きを導入す
るもの

4315 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
野田　猛
阿賀野川河川事務所
新潟市南町１４－２８

平成17年4月1日 1,890,000

　昭和61年６月より継続して、全国の河川情報提供業務を実施しており、各地方整備局から
は河川管理者が有する雨量、水位、水質、警報注意報の発令状況等のデータを、気象庁か
らは気象情報を収集し、流域毎にとりまとめ、データ処理し、発信していることから、本業務の
条件を満たす唯一の機関である。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により財団法人河
川情報センターと随意契約するものである

その他のもの
－
（17年度限り）

4316 （社）北陸建設弘済会 満願寺閘門等管理業務委託
野田　猛
阿賀野川河川事務所
新潟市南町１４－２８

平成17年4月1日 7,875,000

　当該業務の知識・経験が豊富で精通しており、本業務を遂行できる唯一の法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、上記法人と随意
契約を締結するものである。 見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入
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4317 （社）北陸建設弘済会 河川巡視等業務単価契約
野田　猛
阿賀野川河川事務所
新潟市南町１４－２８

平成17年4月1日 17,357,740

　当該業務に関する知識・経験が豊富で精通しており、本業務を遂行できる唯一の法人であ
る。よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、上記法人と
随意契約を行うものである。 見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4318 東北電力（株） 電気料
野田　猛
阿賀野川河川事務所
新潟市南町１４－２８

平成17年5月13日 30,855,390

地区唯一の電力供給者(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの

公募手続きを導入す
るもの

4319 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
野田　猛
阿賀野川河川事務所
新潟市南町１４－２８

平成17年5月25日 35,290

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4320 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
野田　猛
阿賀野川河川事務所
新潟市南町１４－２８

平成17年8月10日 8,160

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4321 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
野田　猛
阿賀野川河川事務所
新潟市南町１４－２８

平成17年11月22日 6,000

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4322 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
野田　猛
阿賀野川河川事務所
新潟市南町１４－２８

平成18年2月1日 20,810

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4323 （独）土木研究所
大規模地すべり地における地下水
流下経路の推定に関する検討業務

野田　猛
阿賀野川河川事務所
新潟市南町１４－２８

平成17年6月15日 10,000,000

・ 本業務の遂行にあたっては、積雪地域の地すべり対策に関する研究実績、大規模地すべ
りにおける環境負荷の小さく精度の高い計測手法が必要不可欠である。
・ 当該機関は、積雪地域に地すべりに関する観測・研究を行う専門組織を有し、積雪地域の
地すべり対策技術に関するデータベース所有するとともに、積雪地域の地すべり対策の調査
手法に関する多くの新規性に富む研究実績を有する。また、従来の手法では、周辺に人家の
多い地すべりでは、環境負荷が大きくなるため長距離の地下水流動の追跡が困難であった
が、当該機関は、長距離の地下水流動の追跡が可能となる大規模地すべりにおける環境負
荷が小さく精度の高い酸素溶解式地下水追跡法および加熱式地下水検層を開発した（特許
出願中）。酸素溶解式地下水追跡法は、当該機関が開発したものであり、当該機関を除いて
実施できる機関はないため、当該機関と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第
４項および予決令第１０２条の４第３号）

その他のもの －

4324 （財）日本気象協会
気象業務及び雪氷予測提供業務委
託

中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成17年4月1日 13,970,544

本業務の履行に当たっては、
１．全国的な予測を行っている組織であること
２．新潟国道管内の地域特性を熟知していること
３．２４時間オンラインで気象予測・情報提供が可能であること
が必要とされる。
(財)日本気象協会は、全国的な予測を行っている法人の中で、気象予報士を新潟に常駐さ
せ、且つ、２４時間オンラインで気象予測・情報提供を行っている唯一の法人である。
よって、本業務を遂行する条件を満たすのは上記法人以外ないと判断されるため、会計法第
２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

4325 （財）道路新産業開発機構 黒埼ＰＡスマートインター運営作業
中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成17年4月1日 7,801,500

「ＳＡ・ＰＡに接続するスマートＩＣ社会実験」は国土交通省が本格導入に向けた社会実験施策
であり、(財)道路新産業開発機構が国土交通省の指導の下でコスト縮減を図った一時停止
型ＥＴＣ機器の開発を進めてきていることから、本業務を実施出来る者は上記法人のみであ
る。
昨年度上記法人と契約を行い実験を実施してきていたが、実験の延長が決定したことによ
り、継続した運営管理が必要になった。　以上のことから、上記法人と随意契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4326 （社）北陸建設弘済会 用地補償技術業務委託
中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成17年4月1日 11,812,500

　本業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は勿論のこと、国
土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させ
る必要がある。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（H19年度から一般競争入札等に
移行）

4327 （社）北陸建設弘済会 道路広報企画運営等補助業務委託
中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成17年4月19日 81,165,000

(社)北陸建設弘済会は、国土交通省が実施する道路事業に精通した技術者を数多く抱え本
業務の実施にあたって必要となるデータや手法などを多数保有しているほか、道路フェスティ
バル等イベント開催に向けた一般への迅速かつ効果的な告知等に関する豊富な経験や手
法を多数保有している。なお、北陸地方整備局の広報誌「ほっとほくりく」の発刊、「ほくりく橋
の日」の運営補助等を実施しているほか、ＰＲイベント開催時等に必要となる関係地方公共
団体、教育機関及び報道関係機関との調整に関し多数の実績を有している。
また、上記法人は、機密保持が要求される行政の補助業務に実績がある唯一の機関であ
る。
よって、本業務を遂行する条件を満たすのは、上記法人以外ないものと判断されるため、随
意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの
（１８年度から一般競争入札等に移
行）
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4328 （社）北陸建設弘済会 事業用地管理巡視業務
中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成17年7月5日 2,614,500

　本業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は勿論のこと、国
土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させ
る必要がある。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（H19年度から一般競争入札等に
移行）

4329 （社）北陸建設弘済会 現場技術業務単価契約
中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成17年4月1日 378,998,554

調査計画補助業務、積算補助業務、工事監督補助業務は、いずれも職員の補助業務である
ことから、行政的視点を十分に理解し、客観的かつ公益性の視点で実施することが必要とな
る。
また、本業務の遂行にあたっては、
１．業務の性質上、機密が保持できる体制にあること。
２．各々の業務において十分な経験、知識、判断力を有していること。
３．緊急時における業務依頼に対して要員が確保できる体制が整っていること。
が必要となる。
本業務は、以上のように特殊性があることから、上記条件を満足できる上記法人と随意契約
するものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

「①一部１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないものとし
たもの（36,120,000円）、②一般競争入
札等に移行することとしたもの（１９年
度から一般競争入札等に移行
37,479,257円）、（企画競争等
305,399,297円）」

単価契約
公募手続きを導入

4330 （社）北陸建設弘済会 道路管理等業務
中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成17年4月1日 440,869,378

本業務の遂行にあたっては、
１．業務の性質上、道路法、道路構造令及び道路関係法規に基づき、道路特性や地域特性
を充分に把握し適切に行うことができること。
２．対外的に職員に代わって指導・助言ができる知識・経験・判断力を有していること。
が必要とされる。
(社)北陸建設弘済会はこれまで長きに渡っての良好な実績があり、上記条件を満たす唯一
の者であることから随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

単価契約
公募手続きを導入

4331 東北電力（株） 電気料
中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成17年4月21日 352,568,280

地区唯一の電力供給者(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)

4332 東北電力（株）
小針地区電線共同溝外工事に伴う
引込管等設備その２工事

中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成17年12月9日 4,040,400

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項） その他のもの

－
(随意契約によらざるを得ないもの
4,040,400円)

4333 東北電力（株）
学校町交差点舗装工事に伴う引込
管等設備その２工事

中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成17年12月9日 8,144,850

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項） その他のもの

－
(随意契約によらざるを得ないもの
8,144,850円)

4334 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成17年5月17日 24,650

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4335 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成17年9月5日 26,480

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4336 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成17年11月11日 95,390

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4337 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成18年2月7日 50,060

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4338 東北電力（株） １１６号　物件移転料
中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成17年4月5日 2,591,011

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項） その他のもの

－
(随意契約によらざるを得ないもの
2,591,011円)

4339 東北電力（株） １１６号　物件移転料
中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成17年9月15日 10,239,666

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項） その他のもの

－
(随意契約によらざるを得ないもの
10,239,666円)

4340 東北電力（株） １１６号　物件移転料
中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成17年11月21日 5,721,437

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項） その他のもの

－
(随意契約によらざるを得ないもの
5,721,437円)

4341 東北電力（株） ４９号　物件移転料
中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成18年1月24日 2,454,620

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項） その他のもの

－
(随意契約によらざるを得ないもの
2,454,620円)
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4342 東北電力（株） １１６号　物件移転料
中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成18年1月19日 2,755,266

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項） その他のもの

－
(随意契約によらざるを得ないもの
2,755,266円)

4343 東北電力（株） ４９号　物件移転料
中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成18年1月5日 3,531,845

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項） その他のもの

－
(随意契約によらざるを得ないもの
3,531,845円)

4344 東北電力（株） ４９号　物件移転料
中野　穣治
新潟国道事務所
新潟市南笹口２丁目１番６５号

平成18年3月1日 2,330,876

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項） その他のもの

－
(随意契約によらざるを得ないもの
2,330,876円)

4345 （社）北陸建設弘済会 妙見堰管理補助業務委託
宮川　勇二
信濃川河川事務所
新潟県長岡市信濃１丁目５番３０号

平成17年4月1日 46,725,000

　当該業務遂行に必要な技術的・行政的知識及び経験を有する技術者が多く、且つ本業務
を当該施設完成時より継続的に実施しており、本業務の執行に必要とされる、現地の状況は
堰・水門操作に関する高度の行政的・技術的・専門的知見に も精通しており、なおかつ高
い公平性・信頼性を有する。
　以上のこよから、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯一の法人であり、会計法
第２９条の３　第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、上記法人と随意契約を結ぶ
のもである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4346 （社）北陸建設弘済会 大河津資料館管理運営業務委託
宮川　勇二
信濃川河川事務所
新潟県長岡市信濃１丁目５番３０号

平成17年4月1日 18,165,000

　信濃川大河津資料館の開館当初（昭和53年）から管理運営に携わっており、資料館展示物
及び所蔵資料についての豊富な知識を有しており、管理運営にあたって的確かつ円滑な業
務の遂行と、質の高い管理運営が期待できる。
　以上の理由により、上記法人と会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号に基
づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から一般競争入札等に
移行）

4347 （社）北陸建設弘済会 大河津水閘門等管理補助業務委託
宮川　勇二
信濃川河川事務所
新潟県長岡市信濃１丁目５番３０号

平成17年4月1日 35,700,000

　当該業務遂行に必要な技術的・行政的知識及び経験を有する技術者が多く、且つ本業務
を当該施設完成時より継続的に実施しており、本業務の遂行に必要とされる、現地の状況や
堰・水門操作に関する高度の行政的・技術的・専門的知見に も精通しており、なおかつ高
い公平性・信頼性を有する。
　以上のこよから、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯一の法人であり、会計法
第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、上記法人と随意契約を結ぶの
もである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4348 （社）北陸建設弘済会 用地補償技術業務委託
宮川　勇二
信濃川河川事務所
新潟県長岡市信濃１丁目５番３０号

平成17年4月1日 12,001,500

　本業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は勿論のこと、国
土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させ
る必要がある。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（H19年度から一般競争入札等に
移行）

4349 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
宮川　勇二
信濃川河川事務所
新潟県長岡市信濃１丁目５番３０号

平成17年4月1日 4,410,000

　国土全域を対象に雨量・水位・水質及び雪に関する観測データや河川・ダム情報を地域毎
に分かりやすく加工処理したものを専用ソフトにて、２４時間必要に応じて情報の提供するこ
とが出来る、我が国では唯一の期間である。
　よって、上記相手方と随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項および予
決令第１０２条の４第３号）

その他のもの
－
（17年度限り）

4350 （社）北陸建設弘済会
信濃川河川事務所現場技術業務委
託

宮川　勇二
信濃川河川事務所
新潟県長岡市信濃１丁目５番３０号

平成17年4月1日 200,091,369

　本業務は、信濃川河川事務所にかかる現場技術業務委託である。図面・技術資料作成補
助については、河川管理施設等構造令・関係法規・国土交通省土木工事積算基準等の熟知
に加え、豊富な行政経験と専門知識、さらには積算業務、事業予算などにおける守秘義務の
確保が必要である。また、工事監督補助については、設計図書及び関係法規・関係図書の
熟知に加え、豊富な工事監督の経験及び専門的知識を有するとともに、中立性、公平性が
必要である。
　上記社団法人は、これらの条件を全て満たして業務に精通した技術員を有していることから
随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項および予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

①一部18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないものとし
たもの（25,800千円）、②一部一般競
争入札等に移行することとしたもの
（19年度から一般競争入札等に移行
18,408千円）、（企画競争等15,884千
円）

公募手続きを導入

4351 （社）北陸建設弘済会 河川管理業務委託
宮川　勇二
信濃川河川事務所
新潟県長岡市信濃１丁目５番３０号

平成17年4月1日 42,273,734

　当該業務遂行に必要な技術的・行政的知識及び経験を有する技術者が多く、且つ長年本
業務を継続的に実施していることから、現地の状況に も精通し、高い信頼性をもって公正
な立場で適切な管理を行うことができる。
　以上のこよから、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯一の法人であり、会計法
第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、上記法人と随意契約を結ぶの
もである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入
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4352 東北電力（株） 電気料
宮川　勇二
信濃川河川事務所
新潟県長岡市信濃１丁目５番３０号

平成17年4月21日 107,480,655

地区唯一の電力供給者(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)

4353 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
宮川　勇二
信濃川河川事務所
新潟県長岡市信濃１丁目５番３０号

平成17年5月20日 1,620

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4354 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
宮川　勇二
信濃川河川事務所
新潟県長岡市信濃１丁目５番３０号

平成17年5月9日 870

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4355 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
宮川　勇二
信濃川河川事務所
新潟県長岡市信濃１丁目５番３０号

平成17年8月24日 2,800

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4356 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
宮川　勇二
信濃川河川事務所
新潟県長岡市信濃１丁目５番３０号

平成17年11月2日 55,000

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4357 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
宮川　勇二
信濃川河川事務所
新潟県長岡市信濃１丁目５番３０号

平成17年12月8日 7,740

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4358 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
宮川　勇二
信濃川河川事務所
新潟県長岡市信濃１丁目５番３０号

平成18年3月2日 7,000

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4359 東北電力（株） 魚野川改修　物件移転料
宮川　勇二
信濃川河川事務所
新潟県長岡市信濃１丁目５番３０号

平成17年4月28日 1,141,112

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他のもの
－
(随意契約によらざるを得ないもの
1,141,112円)

4360 （社）北陸建設弘済会 事業用地管理巡視業務
坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地１

平成17年6月23日 3,244,500

　本業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は勿論のこと、国
土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させ
る必要がある。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（H19年度から一般競争入札等に
移行）

4361 （独）土木研究所
スノーシェッド・ロックシェッドの耐震
性検討業務

坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地
１

平成17年7月4日 6,993,000

(独)土木研究所は、道路橋の耐震設計において保有水平耐力法を開発し、道路橋示方書
（Ⅴ耐震設計編）に盛り込むなど、道路施設の耐震設計において主導的な役割を果たしてい
る唯一の研究機関である。
また、道路橋を始め様々な道路施設の耐震性についての研究成果が蓄積されていることか
ら本業務を遂行する事ができる 良の機関である。
以上の理由により上記法人が今回の業務を遂行しえる唯一の受託者であると判断されるの
で随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地があるもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの
（18年度契約から）

4362 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地１

平成17年5月31日 36,330

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4363 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地１

平成17年12月1日 113,710

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4364 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地１

平成18年2月20日 9,750

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)
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4365 （財）道路保全技術センター
道路パトロール支援システムソフト
ウェア賃貸借契約

坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地
１

平成17年4月1日 1,927,800

本契約の対象となる道路パトロール支援システム（ソフトウェア）は平成１６年  ９月  １日から
平成１９年  ８月３１日までの３年間賃貸借契約した場合の価格を持って、平成１６年  ８月３１
日に上記業者と賃貸借契約を締結しており、今年度も継続して貸借するものである。ゆえに、
(財)道路保全技術センターと随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4366 東京電力（株） ８号　物件移転料
坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地１

平成17年12月19日 1,575,000

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項）

その他のもの
－
(随意契約によらざるを得ないもの
1,575,000円)

4367 （社）北陸建設弘済会
現場技術業務委託に要した高速料
金

坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地１

平成17年11月18日 11,700

現場技術業務委託に要した費用のため(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3
号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4368 東北電力（株） 電気料
坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地１

平成17年4月1日 308,780,252

地区唯一の電力供給者(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)

4369 （社）北陸建設弘済会 支払証拠書編纂等補助業務委託
坂上　悟
長岡国道事務所
新潟県長岡市中沢４丁目４３０番地１

平成17年6月3日 3,407,743

本業務の実施に当たっては、計算証明規則等の関係規定に精通し、専門性の高い知識が必
要となる。また編纂する証拠書には債権者の個人情報記載文書が多く存在し、通常以上の
秘匿性が要求される。この用件を満たすものは、公益性の強い当該法人しかいない。(会計
法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号) 見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)

単価契約

4370 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
山口　真司
湯沢砂防事務所
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２３番地

平成17年4月1日 2,337,300

　昭和61年６月より継続して、全国の河川情報提供業務を実施しており、各地方整備局から
は河川管理者が有する雨量、水位、水質、警報注意報の発令状況等のデータを、気象庁か
らは気象情報を収集し、流域毎にとりまとめ、データ処理し、発信していることから、本業務の
条件を満たす唯一の機関である。
　以上のことから、財団法人河川情報センターと随意契約するものである。（会計法第２９条
の３第４項および予決令第１０２条の４第３号）

その他のもの
－
（17年度限り）

4371 （社）北陸建設弘済会 用地補償技術業務委託
山口　真司
湯沢砂防事務所
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２３番地

平成17年4月1日 22,785,000

　本業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は勿論のこと、国
土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させ
る必要がある。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの（H19年度から一般競争入札等に
移行11,393,000円）、（企画競争等
11,392,000円）

公募手続きを導入

4372 （独）土木研究所
大規模地震に起因する土石流の発
生予測手法に関する検討業務

山口　真司
湯沢砂防事務所
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２３番地

平成17年4月1日 25,000,000

・本業務は、砂防基本計画の策定するための指針等に反映させるべく、大規模地震に起因す
る砂防施設の被災や崩壊の発生について予測する手法を提案するものである。
・当該業務を実施するにあたっては、土研が有する①全国の砂防えん堤に設置された地震
計の観測網より得た、過去の山間地での地震動に関する代替性のないデータベースや、地
震に関する土砂災害に対する豊富な現場経験、技術が必要不可欠である。
・当該機関は、上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第
４項および予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4373 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
山口　真司
湯沢砂防事務所
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２３番地

平成17年5月20日 30,200

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4374 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
山口　真司
湯沢砂防事務所
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２３番地

平成17年7月14日 2,000

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4375 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
山口　真司
湯沢砂防事務所
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２３番地

平成17年10月17日 4,550

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4376 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
山口　真司
湯沢砂防事務所
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２３番地

平成18年1月25日 3,400

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4377 東北電力（株） 電気料
山口　真司
湯沢砂防事務所
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２３番地

平成17年4月14日 21,039,794

地区唯一の電力供給者(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4378 東北電力（株）
竜光地区河道閉塞関連対策工工事
に伴う物件移転料その他通損

山口　真司
湯沢砂防事務所
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２３番地

平成17年10月28日 2,776,445

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項） その他のもの

－
(随意契約によらざるを得ないもの
2,776,445円)

4379 （財）河川情報センター 河川情報提供業務

大石　清
羽越河川国道事務所
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢字前坪２７
の１

平成17年4月1日 1,890,000

　国土全域を対象に、レーダ雨量・雨量・水位等の河川情報を地域毎にわかりやすく加工処
理した情報を提供している唯一の機関である。
　よって、本業務は会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号適用し、上記財団
法人と随意契約を締結するものである。 その他のもの

－
（17年度限り）

4380 （財）日本気象協会 大石ダム気象情報提供業務

大石　清
羽越河川国道事務所
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢字前坪２７
の１

平成17年4月1日 4,221,000

　ダム管理に必要な気象情報等を、分野毎に特化した形で提供している唯一の機関である。
　よって、本業務は会計法２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号を
適用し、（財）日本気象協会と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行

4381 （社）北陸建設弘済会 大石ダム管理業務

大石　清
羽越河川国道事務所
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢字前坪２７
の１

平成17年4月1日 41,475,000

　公益法人の特性を生かした公共性の高い業務経験を数多くする他、河川事業普及のため
広報活動、研究会・講演会等の開催や種々の調査研究等を多く実施しているため、本業務
に求められるダム管理に必要な公共性や高い技術力、豊富な知識・経験・信頼性等を蓄積し
ている他、ダム近隣地域にダム管理技術者等の多くの技術者を有している。
　そのため、大石ダムの円滑な管理補助業務が期待できる上記法人と随意契約を結ぶもの
である。（会計法第２９条の３第４項および予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4382 （社）北陸建設弘済会 荒川河川管理業務

大石　清
羽越河川国道事務所
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢字前坪２７
の１

平成17年4月1日 6,860,310

　公益法人の特性を生かした公共性の高い業務経験を数多く有し、河川事業普及のための
広報活動、河川事業に関する研究会・講演会の開催、調査研究等を実施しており、本業務に
係わる数多くの資料、情報、知識、経験を充分蓄積していることから、初期の目的に対して円
滑な作業と精度の高い成果が期待出来ることから、上記法人と上記法令により随意契約を
結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項および予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4383 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)

大石　清
羽越河川国道事務所
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢字前坪２７
の１

平成17年6月1日 1,100

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4384 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)

大石　清
羽越河川国道事務所
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢字前坪２７
の１

平成17年10月21日 4,850

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4385 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)

大石　清
羽越河川国道事務所
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢字前坪２７
の１

平成18年1月17日 11,110

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4386 東北電力（株） 電気料

大石　清
羽越河川国道事務所
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢字前坪２７
の１

平成17年4月1日 18,913,172

地区唯一の電力供給者(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)

4387 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
能登　優一
高田河川国道事務所
新潟県上越市南新町３番５６号

平成17年4月1日 3,761,100

  本業務は、水位・雨量等の広域かつ正確な情報を把握し、もって適切な河川管理に資する
ものであるが、それらの情報を地域毎、流域毎にわかりやすく加工処理し、しかも２４時間い
つでも情報提供できる機関は、我が国では（財）河川情報センターの他に存在しない。
　よって、会計法第29条の３第４項及び予決令第102条の４第３号により、（財）河川情報セン
ターと随意契約を結ぶものである。

その他のもの
－
（17年度限り）

4388 （社）北陸建設弘済会 事業用地管理巡視業務
能登　優一
高田河川国道事務所
新潟県上越市南新町３番５６号

平成17年6月13日 1,837,500

　本業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は勿論のこと、国
土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させ
る必要がある。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（H19年度から一般競争入札等に
移行）

4389 （財）日本気象協会 気象予報情報提供業務
能登　優一
高田河川国道事務所
新潟県上越市南新町３番５６号

平成17年8月12日 5,617,500

気象情報に精通した技術者を多数有し、また、本業務に必要な気象情報提供システム及び
実効雨量法システムを唯一保有している。緊急時に置いても気象情報を迅速に配信できる
唯一の情報提供機関である。
これら気象情報提供システム及び実効雨量法システムと同様な製品を調達するには、膨大
な経費と時間が必要になることから、本業務を実施できるのは、気象関連技術及び関連シス
テムを有している上記法人において他にない。
以上から、上記法人は本業務を確実に履行できる唯一の法人であり、会計法第29条の３第４
項及び予算決算及び会計令第102条の４第３号を適用し、上記法人と随意契約を締結するも
のである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行

4390 （財）道路保全技術センター 道路施設情報管理業務委託
能登　優一
高田河川国道事務所
新潟県上越市南新町３番５６号

平成17年8月23日 14,175,000

（財）道路保全技術センターは、膨大な道路管理上必要な情報を全国で統一した考えの基に
ＭＩＣＨＩシステムを開発整備し、著作権を有する唯一の団体である。
以上から、上記法人は本業務を確実に履行できる唯一の法人であり、会計法第２９条の３第
４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

その他のもの
  -   (随意契約によらざるを得ないも
の)



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4391 （独）土木研究所
効率的な凍結防止剤散布に関する
冬期路面調査（塩分濃度持続性試

能登　優一
高田河川国道事務所
新潟県上越市南新町３番５６号

平成17年10月6日 10,000,000

本調査においては、データ収集に必要な計測機器及びすべり摩擦係数の測定に必要な路面
測定車を有している独立行政法人土木研究所と平成１４年度から業務を委託しており、今年
度も継続して調査を実施するものである。
よって、本調査を適切かつ迅速に遂行できるのは、唯一独立行政法人土木研究所しかない
ため、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を行うもので
ある。

見直しの余地があるもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4392 （社）北陸建設弘済会 河川管理等業務委託
能登　優一
高田河川国道事務所
新潟県上越市南新町３番５６号

平成17年4月1日 14,676,077

　本作業は、関川・姫川の直轄管理区間を定期にパトロール及び堤防点検し、状況を河川監
理員に報告する業務と指示された機動業務の対応である。
　この河川巡視・堤防点検は不法行為・状況変化に対して、指示・命令はしないが、適切に処
理されるよう、点検は目視及び簡易な方法を以て状況変化を見つける事が必要であり、適切
に業務を遂行するには、河川法を熟知し、河川に関する行政経験を要し、河川管理に精通し
ていることが必要要件である。
　社団法人　北陸建設弘済会　は上記要件を満足していると共に河川管理業務の実績が豊
富であることから、 も適切かつ有効と判断されるので、会計法２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号を適用し、随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4393 （財）道路保全技術センター
道路パトロール支援システムソフト
ウェア賃貸借

能登　優一
高田河川国道事務所
新潟県上越市南新町３番５６号

平成17年4月1日 1,099,980

道路パトロール支援システムは、（財）道路保全技術センターが道路、保全に関するシステム
として開発整備したものであり、本機能を有するソフトは、他にはない。
上記法人は、本業務の性質または目的が技術的に履行可能な唯一の機関である。
ゆえに、上記業者と随意契約を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

公募手続きを導入

4394 東北電力（株） ８号　物件移転料
能登　優一
高田河川国道事務所
新潟県上越市南新町３番５６号

平成18年1月23日 8,072,290

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項） その他のもの

－
(随意契約によらざるを得ないもの
8,072,290円)

4395 東北電力（株） 電気料
能登　優一
高田河川国道事務所
新潟県上越市南新町３番５６号

平成17年4月1日 182,123,777

地区唯一の電力供給者(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)

4396 （社）北陸建設弘済会 河川管理業務委託
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年4月1日 75,171,629

　当該業務に長年携わっており現地の状況に も精通しており、上記要件の業務を数多く手
がけており、豊富な河川管理業務の経験と河川法を熟知している人材を多数有していること
から、本業務の執行に必要な、高度の行政的・技術的・専門的知見並びに公平性を豊富に
有しているとともに、状況に応じた的確な対応が可能な技術者を多数有していることから、本
業務を確実に執行することができる唯一の機関である。
　以上のことから、（社）北陸建設弘済会と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第
４項および予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4397 （社）北陸建設弘済会
小矢部大堰及び内川揚水機場管理
補助業務委託

安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年4月1日 45,570,000

  建設事業に関する行政の補助業務を行っている法人であり、小矢部大堰及び内川流域揚
水機場・内川浄化揚水機場の管理補助業務に必要な知識と経験を豊富に有していること。ま
た、業務の執行に必要な現地の状況に精通し、高度な技術的・専門的知見に精通した技術
者を多数有しているなど、操作に対する信頼性も高く、中立・公平な立場で円滑かつ確実に
遂行可能な業務執行体制が整っている唯一の機関である。
以上の理由により会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を
締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4398 （財）日本気象協会 気象情報提供業務
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年4月1日 21,525,000

(財)日本気象協会北陸支店は、気象情報の収集・処理に関する十分なデータ蓄積と経験を
豊富に有し、その信頼性は高く、気象予報に関する予測システムと高度な専門知識と経験を
有する職員を多数有している。
また、本業務に必要な気象情報を提供しているのは北陸地区では当該法人しかないことか
ら、本業務の目的を遂行できるのは当該法人のみである。
以上の理由により会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を
締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

4399 （財）日本気象協会 福岡防災ＳＴ気象情報提供業務
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年4月1日 1,491,000

(財)日本気象協会北陸支店は、気象情報の提供に関し、収集・処理業務に必要な知識と経
験を豊富に有し、その信頼性は高く、気象台からの緊急時の情報配信を行っている管内唯一
の機関であることから、本業務の目的を達成できるのは上記法人以外にはない。
以上の理由により会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を
締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

4400 （社）北陸建設弘済会 用地補償技術業務委託
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年4月1日 22,470,000

　本業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は勿論のこと、国
土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させ
る必要がある。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの（H19年度から一般競争入札等に
移行7,490,000円）、（企画競争等
14,980,000円）

公募手続きを導入

4401 （社）北陸建設弘済会 公共事業推進企画運営補助業務
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年4月11日 64,260,000

(社)北陸建設弘済会は、河川事業・道路事業に精通し、かつ機密保持及び中立性、公平性
が要求される行政補助的業務に関する豊富な経験及び実績を有している。加えて平成元年
から昨年度まで１６年間に「川の絵画コンクール」・「川の写真コンテスト」イベント等の企画運
営補助を受注し、地域住民の窓口である各関係自治体担当者等のきめ細やかな対応を行
い、信頼関係が確立している。また、北陸地方整備局の広報誌「ほっとほくりく」の発刊、「ほく
りく橋の日」の運営補助等を実施しており、公共事業の広報企画運営にも十分な実績を有し
ている唯一の法人である。
以上の理由により、本業務を実施できる業者は上記法人しかいない。よって上記法人と会計
法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの
（１８年度から一般競争入札等に移
行）
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4402 （社）北陸建設弘済会 事業用地管理巡視業務
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年6月20日 3,853,500

　本業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は勿論のこと、国
土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させ
る必要がある。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（H19年度から一般競争入札等に
移行）

4403 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年4月1日 9,431,100

　昭和６１年６月から河川情報提供業務を開始しており、国土全域を対象に雨量・水位・水質
及び雪に関する観測データや河川・ダム情報等を地域毎にわかりやすく加工処理したものを
専用端末機により２４時間、必要に応じ情報の提供を受けることが可能で、信頼性も高く、現
在、我が国では唯一の機関となっている。
以上の理由により会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を
締結するものである。

その他のもの
－
（17年度限り）

4404 （社）北陸建設弘済会 道路管理等業務委託（単価契約）
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年4月1日 231,809,409

北陸地方整備局管内における道路管理行政の補助的業務を実施するための事業として、道
路管理業務全般に関する道路状況の把握と技術面や行政面の内容を熟知し、当該業務の
豊富な業務実績と業務経験を有する技術者を多く保有していることから、本業務を履行でき
るのは、唯一（社）北陸建設弘済会しかいない。
よって、随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

単価契約
公募手続きを導入

4405 （社）北陸建設弘済会 支払証拠書編纂等補助業務委託
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年6月3日 3,192,805

本業務の実施に当たっては、計算証明規則等の関係規定に精通し、専門性の高い知識が必
要となる。また編纂する証拠書には債権者の個人情報記載文書が多く存在し、通常以上の
秘匿性が要求される。この用件を満たすものは、公益性の強い当該法人しかいない。(会計
法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号) 見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)

単価契約

4406 （社）北陸建設弘済会 建設情報提供業務（その２）
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年8月25日 20,499,486

(社)北陸建設弘済会は、河川事業・道路事業に精通し、かつ機密保持が要求される行政補
助的業務に関する豊富な経験及び実績を有し、各関係自治体と信頼関係が確立されてお
り、迅速性、信頼性を有している唯一の法人である。
以上の理由により、本業務を実施できる業者は上記法人しかいない。よって随意契約を締結
するものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの
（１９年度から一般競争入札等に移
行）

4407 （社）北陸建設弘済会 現場技術業務委託
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年4月1日 464,737,901

(社)北陸建設弘済会は、河川事業・道路事業に精通し、かつ機密保持及び中立性、公平性
が要求される行政補助的業務に関する豊富な経験及び実績を有しており、また、設計、施工
管理業務に関する経験を有する優れた技術者を有している法人である。
以上の理由により本業務を実施できる業者は上記法人しかいない。よって上記法人と会計
法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの

「①一部１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないものとし
たもの（28,798,000円）、②一般競争入
札等に移行することとしたもの（１９年
度から一般競争入札等に移行
41,678,460円）、（企画競争等
394,261,441円）」

単価契約
公募手続きを導入

4408 北陸電力（株） 電気料
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年4月25日 324,063,454

地区唯一の電力供給者(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)

4409 北陸電力（株）
一般国道１５６号片原町電線共同
溝に伴う引込管等設備その３工事

安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年10月20日 18,696,300

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項）

その他のもの
－
(随意契約によらざるを得ないもの
18,696,300円)

4410 北陸電力（株）
一般国道４１号田中町電線共同溝
に伴う引込管等設備その１工事

安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年12月19日 5,525,100

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項）

その他のもの
－
(随意契約によらざるを得ないもの
5,525,100円)

4411 （社）北陸建設弘済会 物品購入（用紙）
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年5月20日 117,210

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4412 （社）北陸建設弘済会 物品購入（用紙）
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年7月29日 6,510

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があるもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4413 （社）北陸建設弘済会 物品購入（用紙）
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年11月11日 65,170

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)
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4414 （社）北陸建設弘済会 物品購入（用紙）
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成18年2月10日 33,040

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4415 北陸電力（株） ８号西高岡拡幅　物件移転料
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年4月21日 7,933,782

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項）

その他のもの
－
(随意契約によらざるを得ないもの
7,933,782円)

4416 北陸電力（株） ４７０号氷見高岡道路　物件移転料
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年4月25日 3,966,196

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項）

その他のもの
－
(随意契約によらざるを得ないもの
3,966,196円)

4417 北陸電力（株） ４７０号氷見高岡道路　物件移転料
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年4月27日 4,104,504

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項）

その他のもの
－
(随意契約によらざるを得ないもの
4,104,504円)

4418 北陸電力（株） ８号管内路肩拡幅　物件移転料
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年6月3日 1,031,149

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項）

その他のもの
－
(随意契約によらざるを得ないもの
1,031,149円)

4419 北陸電力（株） ４７０号氷見高岡道路　物件移転料
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年6月16日 2,352,403

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項）

その他のもの
－
(随意契約によらざるを得ないもの
2,352,403円)

4420 北陸電力（株） ４７０号氷見高岡道路　物件移転料
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年6月21日 7,569,795

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項）

その他のもの
－
(随意契約によらざるを得ないもの
7,569,795円)

4421 北陸電力（株） ４７０号氷見高岡道路　物件移転料
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年6月29日 2,942,396

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項）

その他のもの
－
(随意契約によらざるを得ないもの
2,942,396円)

4422 北陸電力（株） ４７０号氷見高岡道路　物件移転料
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年7月8日 9,318,980

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項）

その他のもの
－
(随意契約によらざるを得ないもの
9,318,980円)

4423 北陸電力（株） ８号西高岡拡幅　物件移転料
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年8月12日 3,303,808

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項）

その他のもの
－
(随意契約によらざるを得ないもの
3,303,808円)

4424 北陸電力（株） ８号荒又自歩道　物件移転料
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年9月29日 2,937,095

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項）

その他のもの
－
(随意契約によらざるを得ないもの
2,937,095円)

4425 北陸電力（株）
８号高岡簡易パーキング設置　物
件移転料

安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年8月22日 1,158,417

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項）

その他のもの
－
(随意契約によらざるを得ないもの
1,158,417円)

4426 北陸電力（株） １５６号砺波除雪拡幅　物件移転料
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年10月7日 4,089,172

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項）

その他のもの
－
(随意契約によらざるを得ないもの
4,089,172円)
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4427 北陸電力（株）
３５９号砺波東バイパス　物件移転
料

安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年12月9日 2,895,688

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項）

その他のもの
－
(随意契約によらざるを得ないもの
2,895,688円)

4428 北陸電力（株） ４７０号氷見高岡道路　物件移転料
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年11月21日 2,252,737

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項）

その他のもの
－
(随意契約によらざるを得ないもの
2,252,737円)

4429 北陸電力（株） ４１号南富山拡幅　物件移転料
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成17年12月9日 16,382,124

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項）

その他のもの
－
(随意契約によらざるを得ないもの
16,382,124円)

4430 北陸電力（株）
８号入善黒部バイパス　物件移転
料

安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成18年1月27日 2,762,671

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項）

その他のもの
－
(随意契約によらざるを得ないもの
2,762,671円)

4431 北陸電力（株） ４７０号氷見高岡道路　物件移転料
安部　友則
富山河川国道事務所
富山市石金３丁目２番３７号

平成18年2月20日 2,217,117

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項）

その他のもの
－
(随意契約によらざるを得ないもの
2,217,117円)

4432 （財）日本気象協会 気象情報提供業務
金澤　裕勝
黒部河川事務所
富山県黒部市天神新１７３番地

平成17年4月1日 1,365,000

気象情報の収集・処理に関する充分なデータの蓄積と経験の実績はもとより、気象予報に関
する予測システムと高度な専門知識と経験を有する職員を数多く有している。
更に、本業務に必要な気象情報を提供しているのは北陸地区では当該法人しかない。（会計
法第２９条の３第４項および予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行

4433 （社）北陸建設弘済会
黒部河川事務所公共事業推進企画
運営補助業務委託

金澤　裕勝
黒部河川事務所
富山県黒部市天神新１７３番地

平成17年7月19日 19,089,000

北陸地方の建設事業普及のための広報活動、北陸地方整備局の広報誌「ほっとほくりく」の
企画・編集及び発刊、建設事業全般にわたる広報及び講演会等の各種イベントの企画運営
を行っている実績と経験を有している。
　さらに、黒部河川事務所の事業内容を熟知し、行政的な見地から効果的な広報運営につい
て精通しており、本業務を中立・公正な立場で円滑かつ確実に遂行可能な業務執行体制が
整っている唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項および予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（18年度から一般競争入札等に
移行）

4434 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
金澤　裕勝
黒部河川事務所
富山県黒部市天神新１７３番地

平成17年5月18日 32,990

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4435 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
金澤　裕勝
黒部河川事務所
富山県黒部市天神新１７３番地

平成17年5月18日 16,000

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4436 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
金澤　裕勝
黒部河川事務所
富山県黒部市天神新１７３番地

平成17年7月29日 1,000

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4437 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
金澤　裕勝
黒部河川事務所
富山県黒部市天神新１７３番地

平成17年11月21日 3,000

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4438 北陸電力（株） 電気料
金澤　裕勝
黒部河川事務所
富山県黒部市天神新１７３番地

平成17年4月1日 52,548,215

地区唯一の電力供給者(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)

4439 （財）河川情報センター 河川情報提供業務

渡　正昭
立山砂防事務所
富山県中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂
６１番地

平成17年4月1日 4,939,200

　これまでも一貫して河川管理等の協力を得ながら継続的に、河川・流域情報の収集、処理・
加工、解析、保管及び提供に関する各種業務を、数多く実施し、豊富な経験を積み重ねてき
ており、本業務を行うことのできる唯一の機関である。
　以上の理由より、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき、
上記法人と随意契約を行うものである。

その他のもの
－
（17年度限り）

4440 （社）北陸建設弘済会 用地補償技術業務委託

渡　正昭
立山砂防事務所
富山県中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂
６１番地

平成17年4月1日 11,970,000

　本業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は勿論のこと、国
土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させ
る必要がある。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（企画競争等）

公募手続きを導入
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4441 （社）北陸建設弘済会 立山砂防広報運営補助業務

渡　正昭
立山砂防事務所
富山県中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂
６１番地

平成17年4月1日 21,945,000

　北陸地方の建設事業普及のための広報活動、北陸地方整備局の広報誌「ほっとほくりく」
の企画、編集及び発刊、建設事業全般にわたる広報及び講演会等の各種イベントの企画運
営を行っている。
　また、立山砂防事務所の事業内容を熟知し、行政的な見地から効果的な広報運営につい
て精通しており、本業務を中立・公正な立場で円滑かつ確実に遂行可能な業務執行体制が
整っている唯一の機関である。
　以上の理由により、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に基
づき、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（18年度から一般競争入札等に
移行）

4442 （社）北陸建設弘済会 流域巡視業務

渡　正昭
立山砂防事務所
富山県中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂
６１番地

平成17年6月22日 4,683,000

　本業務に必要な知識と経験を豊富に有し、現地の状況にも精通するとともに、技術面や行
政面の専門的分野に精通した技術者を有しているなど、中立・公平な立場で円滑かつ確実
に遂行可能な執行体制が整っている唯一の機関である。
　以上の理由により会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号より随意契約を
締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4443 （財）日本気象協会 気象情報提供業務

渡　正昭
立山砂防事務所
富山県中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂
６１番地

平成17年4月1日 4,691,100

　気象庁が公開する各種気象情報をはじめ、世界中の気象観測値をもとに、独自に開発した
各種数値モデル計算による局地気象予測情報等を利用しやすく処理加工し、システム化され
た専用端末によって２４時間リアルタイムに提供している全国規模組織の気象情報提供機関
であるとともに、立山カルデラを含む立山砂防事務所管内を対象とした土砂災害の発生を予
測するシステムを開発し提供していることから、本業務を行うことのできる唯一の機関であ
る。
　以上の理由より、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき、
上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行

4444 北陸電力（株） 電気料

渡　正昭
立山砂防事務所
富山県中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂
６１番地

平成17年4月1日 26,015,543

地区唯一の電力供給者(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)

4445 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)

渡　正昭
立山砂防事務所
富山県中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂
６１番地

平成17年5月20日 36,870

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4446 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)

渡　正昭
立山砂防事務所
富山県中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂
６１番地

平成17年8月4日 19,700

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4447 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)

渡　正昭
立山砂防事務所
富山県中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂
６１番地

平成17年11月17日 1,500

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4448 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)

渡　正昭
立山砂防事務所
富山県中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂
６１番地

平成18年2月8日 7,800

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4449 （社）北陸建設弘済会 用地補償技術業務委託
岩田　英二
利賀ダム工事事務所
富山県砺波市太郎丸１丁目５番１０号

平成17年4月1日 11,760,000

　本業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は勿論のこと、国
土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させ
る必要がある。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（H19年度から一般競争入札等に
移行）

4450 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
岩田　英二
利賀ダム工事事務所
富山県砺波市太郎丸１丁目５番１０号

平成17年11月18日 3,490

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4451 関西電力（株） 利賀ダム建設　土地代金
岩田　英二
利賀ダム工事事務所
富山県砺波市太郎丸１丁目５番１０号

平成17年10月31日 1,109,306

　当該法人が当土地の所有者であることから、その者と売買契約を締結する必要がある。
（会計法第29条の3第4項）

その他のもの
－
(随意契約によらざるを得ないもの
1,109,306円)

4452 関西電力（株） 利賀ダム建設　立木代金
岩田　英二
利賀ダム工事事務所
富山県砺波市太郎丸１丁目５番１０号

平成17年10月31日 1,246,000

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と売買契約を締結する必要がある。
（会計法第29条の3第4項）

その他のもの
－
(随意契約によらざるを得ないもの
1,246,000円)

4453 北陸電力（株） 電気料
岩田　英二
利賀ダム工事事務所
富山県砺波市太郎丸１丁目５番１０号

平成17年4月1日 9,052,386

地区唯一の電力供給者(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4454 （社）北陸建設弘済会 用地補償技術業務委託
伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年4月1日 44,940,000

　本業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は勿論のこと、国
土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させ
る必要がある。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの（H19年度から一般競争入札等に
移行23,318,750円）、（企画競争等
21,621,250円）

公募手続きを導入

4455 （財）河川情報センター 平成１７年度　河川情報提供業務
伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年4月1日 5,040,000

　昭和61年６月より継続して、全国の河川情報提供業務を実施しており、各地方整備局及び
各県の河川管理者等が有する雨量、水位、水質、警報注意報の発令状況等のデータを、気
象庁からは気象情報を収集し、流域毎にとりまとめ、データ処理し、発信している全国唯一の
機関である。
　以上のことから、財団法人河川情報センターと随意契約するものである。（会計法第２９条
の３第４項および予決令第１０２条の４第３号）

その他のもの
－
（17年度限り）

4456 （社）北陸建設弘済会 現場技術業務委託
山内　正彦
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年4月1日 215,505,519

(社)北陸建設弘済会は、工事監督補助業務及び積算補助業務にも永年積極的に取り組んで
おり、実績と経験は豊富である。また、豊富な業務経験及び実績がある技術者を数多く有し
ている。従って、本業務を遂行するための豊富な実績と高い信頼性を備えた唯一の法人であ
る。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を結ぶも
のである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

単価契約
公募手続きを導入

4457 （社）北陸建設弘済会 道路管理等業務委託
山内　正彦
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年4月1日 228,667,821

(社)北陸建設弘済会は、道路管理等の業務全般に永年積極的に取り組んでおり、実績と経
験は豊富である。また、豊富な業務経験及び実績がある技術者を数多く有している。
従って、本業務を遂行するための豊富な実績と高い信頼性を備えた唯一の法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を結ぶも
のである。 見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの

単価契約
公募手続きを導入

4458 （社）北陸建設弘済会 窓口広報業務委託
山内　正彦
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年4月1日 2,978,217

(社)北陸建設弘済会は、国土交通事業普及のための広報活動、講演会の開催、印刷物の刊
行等を事業内容とする公益法人であり、国土交通省の所管する各施策、各事業の目的、内
容に精通している。
また、社団法人北陸建設弘済会は「国土交通行政推進広報補助業務委託」で当事務所の各
種広報誌の企画・原稿作成、広報イベント等の企画・運営補助、ホームページの内容更新等
を行っており、金沢河川国道事務所管内の地域住民のニーズ・実情を熟知している。
よって、上記法人は、迅速かつ的確な対応ができる唯一の法人であると判断されることから、
随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの
（１８年度から一般競争入札等に移
行）

4459 （社）北陸建設弘済会 河川管理等業務委託
伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年4月1日 40,843,032

　河川巡視、堤防点検等の業務全般に永年積極的に取り組んでおり、河川管理施設、海岸
保全施設の過去における損傷、補修等の履歴を充分把握しており、また、永年巡視業務を
継続しており河川、海岸の状況を熟知しているなど、当該業務における実績と経験は豊富で
ある。また、豊富な業務経験及び実績がある技術者を数多く有しており、緊急時等における
的確で迅速な判断が可能である。
　このような豊富な実績と高い信頼性を備えた法人は他にはない。よって、本業務を遂行でき
る唯一の法人である、社団法人北陸建設弘済会と随意契約を締結するものである。（会計法
第２９条の３第４項および予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4460 （財）日本気象協会 気象情報（梅雨冬期等）配信業務
山内　正彦
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年4月1日 9,248,206

(財)日本気象協会は、気象庁の数値予報モデルに加えて、独自開発した局地気象数値予報
モデル及び局地波浪予測モデルを自前のスーパーコンピュータにおいて運用し、精度の高い
局地的な予測情報を提供している。
 また、独自のドップラーレーダー、ミニレーダーによる降雪・降水を対象としたレーダー観測お
よび測得データの解析に関し豊富な経験を有している。特に、富山県においてドップラーレー
ダー（独自レーダー）による降雪・降水観測・解析を実施しており、世界的にも独特な北陸地
方の降雪・降水特性を実証的に熟知している唯一の財団法人である。さらに、国土交通省、
富山県庁等の自治体等から、降水予測及び冬季雪氷予測情報の提供業務を長年に渡って
受託しており、北陸地方の降雪に係る解析技術では他の追随を許さない。
加えて、「洪水リスクポテンシャル指数(IFRiP)」を開発しており、近年頻発する集中豪雨によ
る洪水・浸水に対する情報提供も行うことのできる財団法人は上記をおいて他にない。
さらに、上記財団法人のオンライン気象情報配信システムは、全国15ヶ所にネットワークサー
ビス拠点を展開しているため、システム障害に対しても充分なバックアップ体制がとられ24時
間365日の情報配信が実施可能と考えられる。
以上のことから、本業務を遂行できるのは上記財団法人以外にいないと判断され、会計法第
２９条の３第４項、及び予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を締結するものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの
（準備期間を経たのち移行）

単価契約

4461 （社）北陸建設弘済会 支払証拠書編纂等業務委託
山内　正彦
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年4月1日 5,491,500

本業務の実施に当たっては、計算証明規則等の関係規定に精通し、専門性の高い知識が必
要となる。また編纂する証拠書には債権者の個人情報記載文書が多く存在し、通常以上の
秘匿性が要求される。この用件を満たすものは、公益性の強い当該法人しかいない。(会計
法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)

単価契約



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4462 北陸電力（株） 電気料
山内　正彦
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年4月1日 106,138,481

地区唯一の電力供給者(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)

4463 北陸電力（株）
一般国道８号　小松市園町地区電
線共同溝に伴う引込管路・連係管

伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年11月4日 4,007,850

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項） その他のもの

－
(随意契約によらざるを得ないもの
4,007,850円)

4464 北陸電力（株）
一般国道１５７号　野々市町地区電
線共同溝に伴う引込管・連系管

伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年11月21日 4,430,790

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項） その他のもの

－
(随意契約によらざるを得ないもの
4,430,790円)

4465 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙）
伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年8月1日 7,600

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4466 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙）
伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年11月2日 29,820

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4467 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙）
伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成18年1月30日 27,650

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4468 北陸電力（株）
１５９号鳴和電線共同溝　連系管路
補償金

伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年4月22日 1,597,524

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項） その他のもの

－
(随意契約によらざるを得ないもの
1,597,524円)

4469 北陸電力（株） ４７０号穴水道路　物件移転料
伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成17年11月16日 3,326,454

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項） その他のもの

－
(随意契約によらざるを得ないもの
3,326,454円)

4470 北陸電力（株） １５９号南森本自歩道　物件移転料
伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成18年1月24日 4,084,500

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項） その他のもの

－
(随意契約によらざるを得ないもの
4,084,500円)

4471 北陸電力（株） ８号符津自歩道　物件移転料
伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成18年1月24日 3,041,667

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項） その他のもの

－
(随意契約によらざるを得ないもの
3,041,667円)

4472 北陸電力（株）
１６０号交安万行自歩道　物件移転
料

伊藤　正秀
金沢河川国道事務所
石川県金沢市西念４丁目２３番５号

平成18年2月14日 3,198,370

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項） その他のもの

－
(随意契約によらざるを得ないもの
3,198,370円)

4473 （財）河川情報センター 河川情報提供業務

古川　正幸
飯豊山系砂防事務所
山形県西置賜郡小国町大字小坂町３丁
目４８番地

平成17年4月1日 2,866,500

　昭和６１年６月から河川情報提供業務を開始している財団法人河川情報センターは、国土
全域を対象に雨量・水位・水質及び雪に関する観測データや河川・ダム情報を流域毎に分か
りやすく加工処理したものを２４時間必要に応じ情報の配信している我が国唯一の法人であ
る。
　よって、本業務は会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号に基づき、上記の
財団法人河川情報センターと随意契約を行うものである。

その他のもの
－
（17年度限り）

4474 （社）北陸建設弘済会 用地補償技術業務

古川　正幸
飯豊山系砂防事務所
山形県西置賜郡小国町大字小坂町３丁
目４８番地

平成17年4月1日 11,970,000

　本業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は勿論のこと、国
土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させ
る必要がある。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（企画競争等）

公募手続きを導入

4475 （社）北陸建設弘済会 砂防設備巡視業務委託

古川　正幸
飯豊山系砂防事務所
山形県西置賜郡小国町大字小坂町３丁
目４８番地

平成17年5月26日 6,510,000

　建設事業普及のための広報活動、建設事業に関する調査研究、業務の受託などを行うとと
もに、行政補助として業務を数多く実施しており、建設事業に関する高度な技術経験と幅広
い知識を有するとともに、行政補助としての豊富な実務経験を有している。また、北陸地方整
備局における砂防行政経験者を多数有しており、管内の流域状況及び砂防施設を熟知して
いる。
　よって、（社）北陸建設弘済会は本業務を遂行できる唯一の法人であるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４　　　　　　　　　　第３号に基づき随意契約を締結する
ものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所
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契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4476 （社）北陸建設弘済会 現場技術業務委託単価契約

古川　正幸
飯豊山系砂防事務所
山形県西置賜郡小国町大字小坂町３丁
目４８番地

平成17年4月1日 90,596,537

　建設事業に関する行政の補助業務を行っている法人であり、本業務に必要な知識と経験を
豊富に有し、機密の保持ならびに中立・公平な立場で円滑且つ確実に執行可能な業務執行
体制が整っている唯一の機関である。
　以上の理由により、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定により、
随意契約を締結するものである。 見直しの余地があるもの

①一部18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないものとし
たもの（15,480千円）、②一部一般競
争入札等に移行することとしたもの
（19年度から一般競争入札等に移行
2,661千円）、（企画競争等72,455千
円）

公募手続きを導入

4477 東北電力（株） 電気料

古川　正幸
飯豊山系砂防事務所
山形県西置賜郡小国町大字小坂町３丁
目４８番地

平成17年5月11日 15,537,902

地区唯一の電力供給者(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)

4478 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)

古川　正幸
飯豊山系砂防事務所
山形県西置賜郡小国町大字小坂町３丁
目４８番地

平成17年5月24日 4,910

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4479 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)

古川　正幸
飯豊山系砂防事務所
山形県西置賜郡小国町大字小坂町３丁
目４８番地

平成17年8月5日 500

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4480 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)

古川　正幸
飯豊山系砂防事務所
山形県西置賜郡小国町大字小坂町３丁
目４８番地

平成17年11月17日 34,750

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4481 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)

古川　正幸
飯豊山系砂防事務所
山形県西置賜郡小国町大字小坂町３丁
目４８番地

平成18年2月9日 1,750

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4482 （財）河川情報センター 河川情報提供業務

宮島　滋近
横川ダム工事事務所
山形県西置賜郡小国町大字岩井沢５２
３ー１

平成17年4月1日 1,260,000

　昭和61年６月より継続して、全国の河川情報提供業務を実施しており、各地方整備局から
は河川管理者が有する雨量、水位、水質、警報注意報の発令状況等のデータを、気象庁か
らは気象情報を収集し、流域毎にとりまとめ、データ処理し、発信していることから、本業務の
条件を満たす唯一の機関である。
　以上のことから、財団法人河川情報センターと随意契約するものである。（会計法第２９条
の３第４項および予決令第１０２条の４第３号）

その他のもの
－
（17年度限り）

4483 （社）北陸建設弘済会 事業用地管理巡視業務

宮島　滋近
横川ダム工事事務所
山形県西置賜郡小国町大字岩井沢５２
３ー１

平成17年6月16日 1,732,500

　本業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は勿論のこと、国
土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させ
る必要がある。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（H19年度から一般競争入札等に
移行）

4484 （社）北陸建設弘済会 物品購入（用紙）

宮島　滋近
横川ダム工事事務所
山形県西置賜郡小国町大字岩井沢５２
３ー１

平成17年5月19日 600

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4485 （社）北陸建設弘済会 物品購入（用紙）

宮島　滋近
横川ダム工事事務所
山形県西置賜郡小国町大字岩井沢５２
３ー１

平成17年7月28日 500

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4486 （社）北陸建設弘済会 物品購入（用紙）

宮島　滋近
横川ダム工事事務所
山形県西置賜郡小国町大字岩井沢５２
３ー１

平成17年11月21日 1,900

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4487 （社）北陸建設弘済会 物品購入（用紙）

宮島　滋近
横川ダム工事事務所
山形県西置賜郡小国町大字岩井沢５２
３ー１

平成18年1月13日 2,180

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4488 東北電力（株） 荒川　物件移転料

宮島　滋近
横川ダム工事事務所
山形県西置賜郡小国町大字岩井沢５２
３ー１

平成17年11月14日 1,125,527

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項） その他のもの

－
(随意契約によらざるを得ないもの
1,125,527円)
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4489 東北電力（株） 電気料

宮島　滋近
横川ダム工事事務所
山形県西置賜郡小国町大字岩井沢５２
３ー１

平成17年4月1日 13,824,336

地区唯一の電力供給者(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)

4490 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
矢田　弘
阿賀川河川事務所
福島県会津若松市表町２番７０号

平成17年4月1日 3,150,000

　昭和６１年６月より河川情報提供業務を開始し、国土全体を対象として雨量、水位、水質、
警報注意報の発令状況等のデータを各地方整備局や気象庁の気象情報より収集し、流域毎
に取りまとめ、データ処理し、専用端末機により終日情報提供している。
　現在このような情報提供を行っている機関は上記業者が唯一の機関である。
　よって、上記業者と随意契約を締結し、適正有利な業務執行を図るものである（会計法第２
９条の３第４項および予決令第１０２条の４第３号）

その他のもの
－
（17年度限り）

4491 （社）北陸建設弘済会 物品購入（用紙）
矢田　弘
阿賀川河川事務所
福島県会津若松市表町２番７０号

平成17年5月19日 1,600

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4492 （社）北陸建設弘済会 物品購入（用紙）
矢田　弘
阿賀川河川事務所
福島県会津若松市表町２番７０号

平成17年7月20日 43,390

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4493 （社）北陸建設弘済会 物品購入（用紙）
矢田　弘
阿賀川河川事務所
福島県会津若松市表町２番７０号

平成17年10月11日 5,940

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4494 （社）北陸建設弘済会 物品購入（用紙）
矢田　弘
阿賀川河川事務所
福島県会津若松市表町２番７０号

平成18年1月13日 7,150

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

　

4495 東北電力（株） 電気料
矢田　弘
阿賀川河川事務所
福島県会津若松市表町２番７０号

平成17年4月1日 39,628,972

地区唯一の電力供給者(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)

4496 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
田上　澄雄
千曲川河川事務所
長野市鶴賀字峰村７４番地

平成17年4月1日 4,655,700

　全国の河川情報提供業務を実施しており、各地方整備局からは河川管理者が有する雨
量、水位、水質、警報注意報の発令状況等のデータを、気象庁からは気象情報を収集し、流
域毎にとりまとめ、データ処理し、専用端末機により終日、関係機関や個人等に対して情報
提供している、唯一の機関である。
　以上のことから、上記法人は本業務に必要な経験・知識等を豊富に有しているの唯一の機
関であることから、同法人と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項および予決
令第１０２条の４第３号）

その他のもの
－
（17年度限り）

4497 （社）北陸建設弘済会 千曲川・犀川広報業務
田上　澄雄
千曲川河川事務所
長野市鶴賀字峰村７４番地

平成17年4月15日 46,935,000

  本業務の遂行に必要な、きわめて行政的かつ、専門的知見並びに公平性を有しているとと
もに、多様なニーズへの広がりを見せている河川行政に対応できる豊富な経験を有している
ことから、本業務を確実に執行できる唯一の機関である。
　以上のことから、社団法人北陸建設弘済会と随意契約をするものである。（会計法第２９条
の３第４項および予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（18年度から一般競争入札等に
移行）

4498
（社）長野県自家用自動車協
会

安全運転管理者協会費
田上　澄雄
千曲川河川事務所
長野市鶴賀字峰村７４番地

平成17年5月18日 6,000

安全運転管理者協会費のため

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4499 （社）北陸建設弘済会 物品購入（用紙）
田上　澄雄
千曲川河川事務所
長野市鶴賀字峰村７４番地

平成17年5月25日 32,110

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4500 （社）北陸建設弘済会 物品購入（用紙）
田上　澄雄
千曲川河川事務所
長野市鶴賀字峰村７４番地

平成17年2月9日 7,200

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4501 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
今井　一之
松本砂防事務所
長野県松本市元町１丁目８番２８号

平成17年4月1日 3,150,000

　昭和61年6月より継続して、全国の河川情報提供業務を実施しており、各地方整備局から
は河川管理者が有する雨量、水位、水質、警報注意報の発令状況等のデータを、気象庁か
らは気象情報を収集し、流域毎にとりまとめ、データ処理し、専用端末機により終日、関係機
関や個人等に対して情報提供している、唯一の機関である。
　以上のことから、上記法人は本業務に必要な経験・知識等を豊富に有している唯一の機関
であることから、同法人と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項および予決令
第１０２条の４第３号）

その他のもの
－
（17年度限り）

4502 （社）北陸建設弘済会 用地補償技術業務委託
今井　一之
松本砂防事務所
長野県松本市元町１丁目８番２８号

平成17年4月1日 11,686,500

　本業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は勿論のこと、国
土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させ
る必要がある。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（企画競争等）

公募手続きを導入

4503 （財）日本気象協会 気象・水文情報収集提供作業
今井　一之
松本砂防事務所
長野県松本市元町１丁目８番２８号

平成17年4月1日 19,425,000

　設立以来５０年にわたって蓄積してきたノウハウと膨大なデータを基に構築した気象情報シ
ステムを用いて、気象情報配信業務を実施している唯一の法人である。また、気象情報シス
テムの機能の一つである。（会計法第２９条の３第４項および予決令第１０２条の４第３号） 見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4504 （独）土木研究所
浦川における土砂生産量予測手法
の高度化に関する検討

今井　一之
松本砂防事務所
長野県松本市元町１丁目８番２８号

平成17年6月15日 1,575,000

・本業務は、砂防基本計画を策定するための指針等に反映させるべく、浦川（長野県）におけ
る中規模崩壊に伴う土砂災害発生予測を行うものである。
・当該業務において、中規模崩壊の発生を精度よく予測するためには、土研が独自に開発途
中である斜面変状を再現し、崩壊発生タイミング予測の精度向上を可能とする不飽和地盤に
対する降雨浸透の特性を考慮したプログラムを用いることが必要不可欠である。
・当該機関は、上記能力を有する唯一の者であり随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項・予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行 公募手続きを導入

4505 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
今井　一之
松本砂防事務所
長野県松本市元町１丁目８番２８号

平成17年5月24日 29,410

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4506 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
今井　一之
松本砂防事務所
長野県松本市元町１丁目８番２８号

平成17年8月9日 14,000

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4507 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
今井　一之
松本砂防事務所
長野県松本市元町１丁目８番２８号

平成17年11月22日 7,520

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4508 東北電力（株） 電気料
今井　一之
松本砂防事務所
長野県松本市元町１丁目８番２８号

平成17年4月1日 1,429,783

地区唯一の電力供給者(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)

4509 （社）北陸建設弘済会 用地補償技術業務委託
萬徳　昌昭
神通川水系砂防事務所
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６－２

平成17年4月1日 21,945,000

　本業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は勿論のこと、国
土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させ
る必要がある。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの（H19年度から一般競争入札等に
移行10,973,000円）、（企画競争等
10,972,000円）

公募手続きを導入

4510 （社）北陸建設弘済会 奥飛騨さぼう塾管理等業務委託
萬徳　昌昭
神通川水系砂防事務所
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６－２

平成17年4月1日 11,025,000

　当地域の砂防事業全般に精通し、砂防事業に対する専門知識を有し、当事務所の事業実
態を把握している技術者を多数有しており、当業務を行政的視点に立って中立性、公平性を
確保しながら円滑かつ確実に遂行できる信頼性の高い唯一の機関である。
　以上の理由により、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により、随意契
約を行うものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から一般競争入札等に
移行）

4511 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
萬徳　昌昭
神通川水系砂防事務所
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６－２

平成17年4月1日 2,154,600

　国土全域を対象に、雨量・水位・水質及び雪に関する観測データや河川・ダム情報等を地
域毎や流域毎にわかりやすく加工処理したものを専用ソフトにより２４時間必要に応じ情報の
提供を行っている。
　このため、上記適用法令に基づき、上記の「財団法人河川情報センター」と随意契約を行
い、河川情報の提供を受けるものである。（会計法第２９条の３第４項および予決令第１０２条
の４第３号）

その他のもの
－
（17年度限り）

4512 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
萬徳　昌昭
神通川水系砂防事務所
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６－２

平成17年5月11日 4,700

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4513 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
萬徳　昌昭
神通川水系砂防事務所
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６－２

平成17年7月20日 980

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4514 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
萬徳　昌昭
神通川水系砂防事務所
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６－２

平成17年11月18日 5,730

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4515 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
萬徳　昌昭
神通川水系砂防事務所
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６－２

平成17年12月1日 1,220

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4516 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
萬徳　昌昭
神通川水系砂防事務所
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６－２

平成18年1月20日 500

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4517 東京電力（株） 平湯川砂防樹林帯　物件移転料
萬徳　昌昭
神通川水系砂防事務所
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６－２

平成18年3月2日 36,504,682

　当該法人が当物件の所有者であることから、その者と移転補償契約を締結する必要があ
る。
（会計法第29条の3第4項） その他のもの

－
(随意契約によらざるを得ないもの
36,504,682円)



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日
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4518 北陸電力（株） 電気料
萬徳　昌昭
神通川水系砂防事務所
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６－２

平成17年4月1日 9,262,835

地区唯一の電力供給者(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)

4519 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
石田求
大町ダム管理所
長野県大町市平字ナロヲ大クボ2112-71

平成17年11月8日 600

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4520 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
平賀　憲太郎
三国川ダム管理所
新潟県南魚沼市清水瀬６８６－５９

平成17年4月1日 1,524,600

　国土全域を対象に雨量・水位・水質及び雪に関する観測デ－タや河川・ダム情報等を地域
毎や流域毎に分けてわかりやすく加工処理したものを専用端末機により２４時間必要に応じ
て情報の提供を受けることが可能で信頼性も高く、現在我が国では唯一の機関となってい
る。
　よって上記相手方と随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４項および予決令第１０２条の
４第３号）

その他のもの
－
（17年度限り）

4521 （財）日本気象協会 平成１７年度　気象情報提供業務
平賀　憲太郎
三国川ダム管理所
新潟県南魚沼市清水瀬６８６－５９

平成17年5月31日 2,635,500

　設立以来５０年にわたって蓄積してきたノウハウと膨大なデータをベースに気象に関する幅
広い調査・研究等を長年実施してきている。さらに、これまで三国川ダムの管理において、必
要な情報を迅速かつ正確に提供してきた実績を有しており、本業務を確実に執行することが
できる唯一の機関である。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、（財）
日本気象協会と随意契約するものである。

見直しの余地があるもの 一般競争入札等に移行

4522 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
平賀　憲太郎
三国川ダム管理所
新潟県南魚沼市清水瀬６８６－５９

平成17年7月20日 5,540

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4523 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
平賀　憲太郎
三国川ダム管理所
新潟県南魚沼市清水瀬６８６－５９

平成17年10月25日 600

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4524 （社）北陸建設弘済会
平成１７年度　防災センター総合広
報計画補助作業

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年4月1日 15,435,000

本業務の遂行にあたっては、
①北陸地方整備局の防災行政全般に精通していること。
②北陸地方整備局で実施している広報・イベント活動等に精通していること。
③広報・イベント活動等が集中することから、円滑な実施体制を有すること。
が必要不可欠である。
（社）北陸建設弘済会は、
①北陸地方整備局の防災行政全般に精通しており、行政上の豊富な知識や経験を有してい
る。
②北陸地方整備局で実施している広報・イベント活動等の補助作業に数多く係わっており、
その企画立案、運営、実施後の効果に関する経験、知識を有している。
③円滑な広報・イベント活動等を実施するために、上記①、②の知識や経験を有する多数の
技術者を有している。
よって、本業務を適切に遂行できるのは（社）北陸建設弘済会以外にはないと判断されるた
め、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を結ぶもので
ある。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から一般競争入札等に
移行15,435,000円）

4525 （財）河川情報センター
平成１７年度　河川情報提供業務委
託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年4月1日 1,260,000

これらの情報は、国土全域を対象に雨量、水位、水質及び降雪に関する観測データや河川・
ダム情報等を地域毎に分かりやすく加工したものを２４時間必要に応じて（財）河川情報セン
ターが情報提供を行っている。また、独自の河川情報システム（FRICSシステム）を構築、運
営している。（会計法第２９条の３第４項および予決令第１０２条の４第３号） その他のもの

－
（17年度限り）

4526 （社）北陸建設弘済会 技術管理補助業務
平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年4月1日 75,151,437

本業務を遂行するには、①公平性を要する業務であり、特定の利害関係を持たない者による
履行と守秘義務を必要とする。②北技で運用しているデータベースシステムに関する知識・
経験が豊富である。③データ収集・整理にあたり、管内の工事施工、維持管理における豊富
な知識・経験を要する。が必要であり社団法人北陸建設弘済会は、公益法人であり特定の
機関との利害関係が無く公平な判断ができ、秘密保持に関しても信頼できる。また、北技で
開発したＴＩＯＳＳシステムについての知識も豊富で、図面検索・技術文献資料・図書検索等
のデータ整理・管理に精通した技術者を有している。さらに、管内の施工管理・維持管理等の
経験が豊富で、それらに精通した技術者を有している。
　よって、会計法第２９号の３第４項及び予決令１０２条の４第３号により、社団法人 北陸建設
弘済会と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があるもの

①一部１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないものとし
たもの（10,320,000円）、②一般競争入
札等に移行することとしたもの（１９年
度から一般競争入札等に移行
19,740,575円）、（企画競争等
45,090,862円）

単価契約
公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4527 （社）北陸建設弘済会
平成１７年度調査試験及び技術検
討業務委託

平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年4月1日 124,144,181

　本業務の遂行にあたっては、
　　1.　管内の一級河川の水質特性や施工管理・検査技術及び建設材料の特性に精通して
いること。
　　2.　公平性を要する業務で、特定の利害関係を持たない者に履行させる業務であり、守秘
義務を必要とする業務である。
　　3.　各種試験に関する経験・知識が豊富で、北陸技術事務所保有の試験機械の操作に精
通していること。
が必要であり、　(社)北陸建設弘済会は、
　　1.　管内における河川管理や施工管理等の経験が豊富で、それらに精通した技術者を有
している。
　　2.　公益法人であり、特定の機関との利害関係がなく公平な判断ができ、秘密保持に関し
ても信頼ができる。
　　3.  各種試験に経験・知識が豊富で、かつ、北技が開発したドラム式摩耗試験機や管内で
は希少な凍結融解試験機・アルカリ骨材の迅速法試験機械の取り扱いに精通した技術者を
有している。
　よって、本業務を適切に遂行できるのは、(社)北陸建設弘済会以外にないと判断されるた
め、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により、上記業者と随意契約を結
ぶものである。

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から一般競争入札等に
移行124,144,181円）

4528 北陸電力（株） 電気料
平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年4月1日 12,114,165

地区唯一の電力供給者(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)

4529 東北電力（株） 電気料
平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年4月1日 24,905,021

地区唯一の電力供給者(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)

4530 （株）デンソー 通信料
平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年4月1日 2,288,307

通信料。
当該業者が保有する機器・システムにより通信を行うことしかできず、他に代替え設備がない
ため、上記法人と会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基
づき、随意契約を締結するものである。

その他のもの 　－

4531 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年8月11日 12,200

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4532 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年9月2日 2,000

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4533 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
平田　五男
北陸技術事務所
新潟市山田２３１０の５

平成17年11月21日 4,560

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4534 （社）北陸建設弘済会 Ｈ１７現場技術業務委託単価契約
高津　知司
国営越後丘陵公園事務所
長岡市青葉台一丁目甲１２０番８

平成17年8月5日 43,078,914

　本業務の工事監督補助については、設計図書及び関係法規・関係図書の熟知に加え、豊
富な工事監督の経験及び専門的な知識を有するとともに、中立性、公平性が必要である。ま
た資料作成整理については、豊富な経験と専門知識を駆使する必要がある。いずれも業務
で知り得た秘密保持の面からも信頼性が強く望まれている。　当法人は、これらの条件を全
て満たして業務に精通した技術員を有している唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの

①一部18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないものとし
たもの（2,502,837円）、②一般競争入
札等に移行することとしたもの(19年度
から一般競争入札等に移行3,128547
円）、（企画競争等37,447,530円）

公募手続きを導入す
るもの

4535 （社）北陸建設弘済会 越後丘陵公園広報等補助作業
高津　知司
国営越後丘陵公園事務所
長岡市青葉台一丁目甲１２０番８

平成17年4月14日 24,150,000

　本作業の遂行にあたっては、越後丘陵公園の広報活動の経験が豊富であり、当公園の事
業・施策・地域特性等にも卓越した知識をもち、法人としての特性を生かして県、市町村、他
事務所等、共催する他団体との連絡・調整を速やかに行うことができるため、良好な成果が
期待できる唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの(18年
度から一般競争入札等に移行)

4536 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
高津　知司
国営越後丘陵公園事務所
長岡市青葉台一丁目甲１２０番８

平成17年7月27日 1,000

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4537 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
高津　知司
国営越後丘陵公園事務所
長岡市青葉台一丁目甲１２０番８

平成17年11月8日 1,440

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4538 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
高津　知司
国営越後丘陵公園事務所
長岡市青葉台一丁目甲１２０番８

平成18年2月2日 1,960

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4539 東北電力（株） 電気料
高津　知司
国営越後丘陵公園事務所
長岡市青葉台一丁目甲１２０番８

平成17年4月1日 40,974,261

地区唯一の電力供給者(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)
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4540 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
黒﨑　一昭
金沢営繕事務所
石川県金沢市西念３丁目４番１号

平成17年8月1日 2,090

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4541 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
黒﨑　一昭
金沢営繕事務所
石川県金沢市西念３丁目４番１号

平成17年11月1日 600

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4542 （社）北陸建設弘済会 物品購入(用紙)
黒﨑　一昭
金沢営繕事務所
石川県金沢市西念３丁目４番１号

平成18年2月6日 1,380

唯一の販売元であることから(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

その他のもの
当該事務・事業の委託等を行わない
ものとしたもの(18年度契約から)

4543 北陸電力（株） 電気料
黒﨑　一昭
金沢営繕事務所
石川県金沢市西念３丁目４番１号

平成17年4月1日 1,262,872

地区唯一の電力供給者(会計法第２９条の３第４項､予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(準備期間を経
たのち移行)

4544 （独）土木研究所
河川流域の水資源管理状況等の評
価に関する調査検討業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成18年1月19日 27,684,840

災害に起因するリスクを評価する指標に用いられるデータ、各国からそれらのデータを入手
する際の困難さ、またデータの精度などに関する情報を収集する必要。特に被害者数・死者
数、被害面積・被害額などの洪水災害統計については、各国から情報が全て一般向けに公
開されているわけではなく、国連開発計画（ＵＮＤＰ）や国連環境計画（ＵＮＥＰ）などの国連機
関からデータを入手する必要がある。土木研究所は現在、ユネスコ後援の『水災害・リスクマ
ネジメント国際センター（略称Ｉ(アイ)ＣＨＡＲＭ(チャーム)、旧称ユネスコセンター）』の設立に向
けた準備活動を行っている。これにより、ユネスコの関連機関の一つとして、一般には公開し
ていない、あるいは国連機関でなければ利用できない情報を利用することが可能。
昨年度の業務において、各国際機関が開発している水資源管理指標に関する情報の調査・
収集・分析や、我が国の水管理の現状把握や施策評価にこれらの指標が適用された場合の
問題点の分析を行って指標の改善点を検討。指標に関するデータ・情報も豊富であり、業務
の趣旨を良く理解した上で本年度の業務を効率的に実施できる。
土木研究所は本業務を遂行できる唯一の機関。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4545 （独）土木研究所
平成１７年度新丸山ダム転流工水
理設計業務

平光　文男
新丸山ダム工事事務所
岐阜県加茂郡八百津町八百津３３５１

平成17年7月21日 28,350,000

・新丸山ダムの仮設計画、水理特性等について広範多岐にわたる技術的・行政的に豊富な
経験と高度な知識を有することが不可欠。
・本業務委を遂行出来るのは独立行政法人土木研究所のみ。（会計法第２９条の３第４項、
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号） 見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4546 （独）土木研究所
小渋ダム土砂バイパス施設水理設
計業務委託

野村　正之
天竜川ダム統合管理事務所
長野県上伊那郡中川村大草６８８４番地
の１９

平成17年11月4日 11,550,000

・小渋ダムの堆砂対策について多岐にわたる技術的・行政的に高度な知見と経験を有するこ
とが不可欠、学識者の指導に的確に対応する高度な能力を有する必要
・本業務委を遂行出来るのは独立行政法人土木研究所のみ。（会計法第２９条の３第４項、
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号） 見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4547 （財）ダム技術センター ダム施工機械等損料検討業務
大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成18年1月30日 28,665,000

当業務は、ダム建設工事の予定価格の積算につながる各企業の合理化のノウハウに係る情
報などを各企業横断的に収集する必要があり、仮に民間企業に損害が生じる情報や予定価
格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結する。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交
通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必
要がある。これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項、予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4548 （財）ダム技術センター
平成１７年度　横山ダム長期供用評
価検討業務委託

松岡　博
横山ダム工事事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山１３３０番
地

平成17年12月19日 11,970,000

　　既設ダムの安全性の総合的評価及び長期供用のために必要な対策等の検討を行う本業
務では、特殊な構造（中空重力形式）の堤体及び放流設備にかかる極めて技術的難度が高
い検討を実施する必要があり、当法人が一括して実施しているダムの総合点検等を通じて豊
富に蓄積された全国の多数のダムの安全管理や機能点検に関するデータの活用や当該ダ
ム建設当時の技術水準や設計・施工の経緯、及び全国的なダムの健全性評価や補修対策
の経験、様々な技術開発動向等を踏まえた中立的、公平的かつ行政的な立場で高度かつ総
合的な技術的判断を必要とする。この中で、全国の多数の既設ダムの安全管理や機能評価
に関するデータベースを有している必要がある。これらの条件を満たすのは当該財団以外に
ない。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入
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4549 （財）ダム技術センター
平成１７年度　新丸山ダム洪水調節
方式検討業務委託

平光　文男
新丸山ダム工事事務所
岐阜県加茂郡八百津町八百津３３５１

平成17年10月24日 18,480,000

　　本業務は、嵩上げによる再開発ダムにおける 適な操作方式を検討するものであるが、
これまでにない新たな洪水調節操作方式の適用可能性を検討するものであることから、全国
の多数のダムの洪水調節の実績と課題に関する豊富な情報を収集・分析でき、かつ当該ダ
ムにおける洪水流入特性や下流条件等、ダム操作上の諸条件を踏まえた新たな操作方式
の適用性を適切に判断できるだけの高度な技術的判断能力が不可欠である。この中で、全
国の多数のダムの洪水調節に関するデータベースを有しているのは、当法人のみである。ま
た、この新方式の導入にあたって行政関係者のみならず有識者を含めた総合調整能力や、
現状におけるダム操作規則の抱える問題点を解決する有力なダム操作方式の１つとして今
後とも他ダムでの採用が図られるものと考えられ、本業務が同方式の適用基準等について
の検討指針を与えるものとなることから、中立的・公平的立場からとりまとめられる必要があ
る。これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項、予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4550 （財）ダム技術センター
平成１７年度　天竜川ダム再編事業
計画評価検討業務

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成18年2月15日 9,985,500

　大規模なダム再編・再開発事業のために必要となるダムの運用変更や土砂対策のために
必要となる施設改造について検討する本業務の実施には、ダム再編・再開発に関するハー
ド・ソフトの高度な技術力とともに、全国のダムにおけるダム再開発に関する豊富なデータ
ベースが不可欠であるが、これらを有しているのは当法人しかない。なお、全国的にも注目を
集めている本事業に関しては、ダム再編・再開発手法に関する様々な技術開発動向等を踏
まえた中立的、公平的かつ行政的な立場からの技術評価及びダム事業だけにとどまらない
広範な政策理解、さらには対応方針に関して多数の行政関係者や有識者を含めた総合調整
能力が不可欠である。これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の
３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4551 （財）ダム技術センター
平成１７年度　矢作ダム堤体評価検
討業務

小出　武文
矢作ダム管理所
愛知県豊田市閑羅瀬町東畑６７

平成17年11月14日 18,480,000

供用開始以来長期間経過したダムの安全性の総合的評価及び必要な補修工法等の検討す
る本業務は、特殊な構造（中空重力形式）の堤体及び放流設備にかかる極めて技術的難度
が高い検討を実施する必要があり、当法人が一括して実施しているダムの総合点検等を通
じて豊富に蓄積された全国の多数のダムの安全管理や機能点検に関するデータの活用や当
該ダム建設当時の技術水準や設計・施工の経緯、及び全国的なダムの健全性評価や補修
対策の経験、様々な技術開発動向等を踏まえた中立的、公平的かつ行政的な立場で高度か
つ総合的な技術的判断を必要とする。この中で、全国の多数の既設ダムの安全管理や機能
評価に関するデータベースを有している必要がある。これらの条件を満たすのは当該財団以
外にない。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4552
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

平成１７年度　設楽ダム環境影響評
価検討業務委託

山内　博
設楽ダム工事事務所
新城市大字杉山字大東５７

平成17年5月30日 83,055,000

ダム事業はその事業規模の大きさから、様々な環境影響要素が存在し、影響範囲も広範囲
のわたる。従って本業務の履行には極めて高度で、かつ広範な専門知識が必要となる。
　今回推薦する（財）ダム水源地環境整備センターは、
①動植物の生態学と土木工学の融合により、生態系の保全を図る研究活動「応用生態工
学」を提唱するシンクタンクで、その活動が本業務の目的にかなっている。
②「応用生態工学研究会」や「ダム事業における環境影響評価の考え方」等の研究活動にお
いて中心的な立場にあり、ダム事業に係わる環境影響評価や保全対策について高度な知見
及び 新の情報を蓄積している。
③これまでの業績により、環境に係わる様々な分野の学識経験者とのつながりを強めてお
り、これらの方々の協力を容易に得ることにより、より広い視点視野からの検討が可能とな
る。
　以上により（財）ダム水源地環境整備センター以外に本業務を履行できる者が存在しないこ
とから、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約するもので
ある。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4553
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

平成１７年度　設楽ダム環境保全検
討業務委託

山内　博
設楽ダム工事事務所
新城市大字杉山字大東５７

平成17年4月22日 101,850,000

　ダム事業はその事業規模の大きさから、様々な環境影響要素が存在し影響範囲も広範囲
にわたる。また、適切な影響予測及び保護方針の検討のためには、対象となる希少動物を含
めた動植物・生態系に関する極めて高度かつ広範な専門知識が必要となる。
　今回推薦する（財）ダム水源地環境整備センターは、
①「ダム貯水池周辺の環境の整備・保全に関する調査研究・技術開発」「ダム建設に伴う環
境影響評価に関する調査研究」等を主要事業とするシンクタンクで、その活動が本業務の目
的にかなっている。
②全国のダムの環境に関するデータを収集・蓄積し、学識経験者等で構成する「水源地生態
研究会議」を設置して貯水池生態、希少猛禽類生態、魚類生息環境、森林生態等に関する
研究を行っており、高度な知見及び 新の情報を蓄積しており、高度な保全措置検討が期
待できる。
③これまで様々な環境関連の委員会等を主催しており、環境に係わる広範囲な分野の学識
経験者とのつながりを持っていることから、これらの方々の協力を得ることにより、より広い視
点・視野からの検討が可能となる。
　以上により（財）ダム水源地環境整備センター以外に本業務を履行できる者が存在しないこ
とから、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約するもので
ある。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入
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4554
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

平成１７年度　設楽ダム環境影響評
価技術検討業務委託

山内　博
設楽ダム工事事務所
新城市大字杉山字大東５７

平成18年2月1日 71,925,000

　ダム事業はその事業規模の大きさから、様々な環境影響要素が存在し、影響範囲も広範
囲のわたる。従って本業務の履行には極めて高度で、かつ広範な専門知識が必要となる。
　今回推薦する（財）ダム水源地環境整備センターは、
①動植物の生態学と土木工学の融合により、生態系の保全を図る研究活動「応用生態工
学」を提唱するシンクタンクで、その活動が本業務の目的にかなっている。
②「応用生態工学研究会」や「ダム事業における環境影響評価の考え方」等の研究活動にお
いて中心的な立場にあり、ダム事業に係わる環境影響評価や保全対策について高度な知見
及び 新の情報を蓄積している。
③これまでの業績により、環境に係わる様々な分野の学識経験者とのつながりを強めてお
り、これらの方々の協力を容易に得ることにより、より広い視点視野からの検討が可能とな
る。
　以上により（財）ダム水源地環境整備センター以外に本業務を履行できる者が存在しないこ
とから、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約するもので
ある。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4555
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

平成１７年度　新丸山ダム環境影響
検討業務委託

平光　文男
新丸山ダム工事事務所
岐阜県加茂郡八百津町八百津３３５１

平成17年10月13日 60,165,000

　本業務の実施に当たっては、木曽川中流域の広範囲を調査対象とし、様々な環境要素が
存在すること、また、再開発事業における環境影響に関する検討の実績が少ないことから、
特にダム事業における環境影響評価に関する広範な知見を有し、高度で専門的な技術力が
必要不可欠である。
　（財）ダム水源地環境整備センターは、ダム水源地の適正な管理を図るため、ダム水源地
の環境の整備及び保全に関する調査研究及び技術開発並びに技術指導等を行う組織として
設立された財団である。特に、ダム事業における環境影響評価に係る調査研究の実績を積
み重ね中心的な立場として、「応用生態工学」に関する研究活動や「ダム事業における環境
影響評価の考え方」（H12.3）を作成する等、全国のダム事業において総合的な視点から検討
業務を実施している唯一の機関である。
　したがって、本業務の目的及び業務内容に関し遂行できるのは当財団をおいて他にない。
　以上の理由から、契約の性質上又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4556
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

平成１７年度　丸山ダム管理総合検
討業務

八田　文夫
丸山ダム管理所
岐阜県加茂郡八百津町鵜の巣１４２２番
の５

平成17年8月29日 27,090,000

　　本業務の遂行にあたっては、ダムを管理する上で多岐にわたる技術的経験と分析・評価
のための高度な知見と経験を有し、行政的にも精通し学識経験者からの指導や助言に対し
て的確に対応する高度な能力を有していることが不可欠である。
　財団法人 ダム水源地環境整備センターは、ダムにおける洪水時・渇水時の対応、堆砂や
水質悪化に対する貯水池の保全、ダム及び貯水池周辺の自然環境調査及び評価など、ダム
を適切に管理する上で必要となる事項をはじめ、新技術やシステム・制度等の調査研究に携
わり多数の技術者を有し、治水、利水、環境及びダム行政の動向等に精通している唯一の
機関であり、また、同法人は「中部地方ダム等管理フォローアップ委員会」を継続的に実施し
ている機関である。
　以上のことより、本業務の目的及び事業内容に照らして、適切に遂行できるのは、同法人
をおいて他にない。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、同法人と随意契
約するものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4557
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

平成１７年度　小渋ダム堆砂対策検
討業務委託

野村　正之
天竜川ダム統合管理事務所
長野県上伊那郡中川村大草６８８４番地
の１９

平成17年12月26日 22,050,000

  本業務の遂行にあたっては、
①　ダムに関して多岐にわたる技術的・行政的に高度な知見と経験を有していること。
②　学識経験者からの指導や助言に対して的確に対応する高度な能力を有していること。
が不可欠である。
　（財）ダム水源地環境整備センターは、
①　ダムにおける洪水時、渇水時の対応、堆砂に対する貯水池の保全、ダム及び貯水池周
辺の自然環境調査及び評価など、ダムを適切に管理する上で必要となる事項をはじめとし
て、新技術やシステム・制度等の調査研究に携わることで治水、利水、環境及びダム行政の
動向等に精通している。
②　全国でダム堆砂対策に関する業務を手がけて十分な成果を上げてきた実績を有してい
る。
③　ダム特有の状況を理解し、ダムに関する問題に対して、中立・公平な立場で委員会で出
された意見に対し、対処方針等を検討分析し、資料のとりまとめができる。
　以上のことより、本業務の目的及び事業内容に照らして、適切に遂行できるのは、（財）ダ
ム水源地環境整備センターをおいて他にないと判断される。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により、随意契約するもので
ある。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入
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4558
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

平成１７年度　木曽川水系連絡導水
路環境調査検討業務

中村　敏一
木曽川上流河川事務所
岐阜市忠節町５丁目１番地

平成17年12月26日 9,555,000

　導水路は、徳山ダムによって利用可能となる水を揖斐川から長良川及び木曽川へ東西方
向約50kmを導水する施設で、複数の河川に係る長大構造物という特性から、本業務の実施
にあたっては、ダム貯水池を始め河川上下流水域圏における環境特性に関する知識や調査
検討の実績が不可欠である。
　また、 終的な成果として環境影響評価準備書に準じた環境レポートの公表を予定してお
り、学識経験者等による検討会の設置、運営が必要なことから、本業務の実施にあたって
は、環境影響評価に係る知識や調査検討の実績、及び公平かつ中立的な立場での検討会
運営の実績が不可欠である。
　財団法人ダム水源地環境整備センターは、ダム水源地の環境の整備及び保全に関する調
査研究及び技術開発等を行うことにより、ダム水源地の適正な管理を図り、もってダム水源
地域の活性化等に寄与することを目的として設立された公益法人である。
　本法人は、ダム貯水池とその周辺域、さらには水域圏の環境に係る諸調査及び検討業務
について優れた実績を有する専門的シンクタンク機関であるとともに、徳山ダムの環境影響
検討に係る業務の受注者としての実績を有し、本業務の目的を的確に把握し、本業務を遂行
できる唯一の公益法人である。
　よって、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号により、随意契約
するものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4559
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

平成１７年度　天竜川ダム再編環境
評価検討業務

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成18年2月15日 9,975,000

　本業務の遂行にあたっては、ダム水源地の特性と天竜川の土砂環境及びダム堆砂特性を
周知した上で、多岐にわたる環境的、行政的に高度な知見と経験を有していること、及び委
員会での助言に対して的確に対応できる高度な能力を有していることが不可欠である。
　今回推進する（財）ダム水源地環境整備センターは、
１．ダム水源地の環境の整備及び保全に関する調査研究並びに技術指導等を行うことによ
り、ダム水源地の適正な管理を図り、もってダム水源地の活性化と安全で豊かな国民社会の
建設に寄与することを目的に設立された法人である。
２．平成１４・１５年度においては天竜川をモデルにダム総合土砂管理対策検討業務を受託
し、その執行に当たっては本省委員会を自主的に組織し、かつ円滑に実施するなど、これら
を通じて天竜川に対する高度な知見を有している。
３．下流河川土砂還元について全国の事例を収集し、下流河川の環境調査マニュアルを整
備され、蓄積された環境知識等を活用し、土砂管理等に関する学際的な技術協力・技術支援
等を行っており、高度な技術力に対する信頼性が高い。
　以上のことから、本業務の目的及び業務内容に照らして、適切に遂行できるのは、当財団
をおいて他にないと判断される。
　よって、会計法第２９条の３第４項並びに予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、
随意契約するものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4560
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

平成１７年度　矢作ダム堰堤改良計
画検討業務

小出　武文
矢作ダム管理所
愛知県豊田市閑羅瀬町東畑６７

平成17年11月14日 31,080,000

１．学識経験者、専門家、河川管理者等で構成される委員会の運営をおこなう。２．委員会で
出された意見について、対策方針等を検討分析し、資料のとりまとめ事業計画に反映させ
る。　本業務の遂行にあたっては、ダム管理をする上で、多岐にわたる技術的、行政的に高
度な知見と経験を有していること及び、学識経験者からの指導や助言に対して的確に対応す
る高度な能力を有していることが不可欠である。１．専門知識・経験
・矢作ダム特有の施設の機能、周辺環境の変化等について議論される委員会についてその
内容を十分理解し、運営・とりまとめができること。
・委員会で出された意見について、その内容を十分理解し、対処方針等を検討分析し、資料
のとりまとめができること。
・「平成１６年度矢作ダム水位放流方式検討業務」の事前放流等の検討内容を把握し、検証
ができること。
２．中立性・公平性
・矢作ダム特有の状況を理解し、ダムに直接関わる住民（ダム下流域住民　ダム周辺住民）
及び利水者に対して、中立・公平な立場で、委員会で出された意見について、対処方針を検
討分析し、資料のとりまとめができること。
　（財）ダム水源地環境整備センターは、ダムにおける洪水時、渇水時の対応、堆砂や水質
悪化に対する貯水池の保全、ダム及び貯水池周辺の自然環境調査及び評価など、ダムを適
切に管理する上で必要となる事項をはじめとして、新技術やシステム・制度等の調査研究に
携わることで治水、利水、環境及びダム行政の動向等に精通しており、また、ダム等管理フォ
ローアップに関する業務を手掛けている唯一の機関である。
１．専門知識・経験
・（財）ダム水源地環境整備センターが「平成１６年度ダム水位放流方式検討業務」を実施し
たため、委員会について、その内容を十分に理解した上で、運営・とりまとめをし、対処方針
の検討分析、資料のとりまとめをし、対処方針の検討分析、資料のとりまとめができると言え
る。
２．中立性、公平性
・設立趣旨そのものでもあるように行政の補助者として、各ダム特有の状況を理解し、ダムに
直接関わる住民（ダム下流域住民・ダム周辺住民）及び利水者に対して、中立・公平な立場
で、委員会で出された意見について、対処方針を検討分析し、資料のとりまとめができると言
える。
　以上のことから、本業務の目的及び事業内容に照らして、適切に遂行できるのは、当財団
をおいて他にないと判断される。
よって、会計法第２９条の３第４項並びに予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随
意契約するものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入
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4561
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度　庄内川水循環広報及
び都市環境向上検討業務

浅野　和広
庄内川河川事務所
名古屋市北区福徳町５丁目５２番地

平成18年2月21日 10,500,000

　本業務は、庄内川流域における雨水、排水等も含めた水循環の現状をとりまとめ、よりよい
水循環社会を目指す方策を検討するものである。検討にあたっては、多くの知識と高度な技
術力が必要であるとともに、全国の水循環の現状のデータを保有し、そのデータから水循環
と都市環境、水辺環境との関連性についてのデータを保有している必要があるが、そのよう
なデータを有しているのは当法人が唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平
な立場が必要であり、これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4562
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度　狩野川水系環境整備
計画検討業務

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年8月1日 16,380,000

　本業務は、狩野川の自然再生を中心とする環境整備計画の策定を行うものである。検討に
あたっては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、河川生態について全国の情
報を保有し、そのデータから河道特性と河川生態についての関係を体系的に整理したデータ
を保有している必要があるが、そのようなデータを有しているのは当法人が唯一である。ま
た、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満たすのは
当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4563
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度　庄内川水辺空間活用
検討業務

浅野　和広
庄内川河川事務所
名古屋市北区福徳町５丁目５２番地

平成17年11月16日 13,125,000

　本業務は、庄内川の今後の河川空間の利活用の方針を検討するものである。検討にあ
たっては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、全国の河川利用事例の情報を
保有し、その事例から河川利活用上の諸課題、対応策等を分析、類型化したデータを保有し
ている必要があるが、そのようなデータを有しているのは当法人が唯一である。また、検討に
あたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満たすのは当該財団以
外にない。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4564
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度　事業広報検討業務委
託

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成18年1月31日 4,830,000

　本業務における検証・評価及び課題・留意点等の提言を行うためには、出展及びイベント
の取り組みの経緯・実施内容、来場者の反応等を熟知していることが、必要不可欠である。
　（財）リバ－フロント整備センタ－は、水辺空間に関する業務を行っている財団法人であり、
その業務の一つとして、水辺空間に関する広報及び情報提供並びに提言、指導及び企画立
案を実施している。
　当財団は、愛知万博会場で実施した出展及びイベントの計画・運営管理業務に携わってお
り、取り組みの経緯・実施内容、来場者の反応等を熟知している唯一の機関である。
　したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は（財）リバ－フロント整備セ
ンタ－の他にない。
　以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
総合評価による一般競争入札等に移
行（H18年度以降総合評価による一般
競争入札へ移行）

4565
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度　映像による水循環系
の効果的広報検討業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年9月8日 9,870,000

　　本業務は、その愛知万博会場内の『ロータリー館』において、「全国各地の水循環系」につ
いて、山、川、湖、海岸での水と自然環境、人々の暮らし、文化、歴史、産業等を映像で紹介
しながら対話をすすめる講演会及びシンポジウムを開催し、その愛知万博というフィールドに
おいての広報活動をもとに、今後の水循環における効果的な広報のあり方について検討す
るものである。
　業務遂行にあたっては、全国の流域における水循環に関する専門的知識を有しており、さ
らに広報活動の対する十分な知識と経験が必要である。また、愛知万博というフィールドにお
いての広報活動であることから、会場内での活動方法を熟知している必要がある。
　（財）リバーフロント整備センターは、河川環境行政に寄与することを目的に設立された財団
法人であり、流域の水循環に関する調査研究、水辺空間に関する広報及び情報提供等の実
績や知識を有している法人である。さらに愛知万博の会場内で実施している「水循環実験施
設」（水のループ）での調査及び運営管理を行っており、会場内の広報計画や業務の実施手
法に精通し、効果的・効率的な業務を行うことができる。
　したがって、本業務の履行に必要とされる条件を満たすものは、（財）リバーフロント整備セ
ンター以外にない。
　以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２
９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするも
のである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(H19年度以降
一般競争入札）

4566
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度　中部の水辺鳥類図鑑
作成業務委託

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年12月16日 11,959,500

　河川を利用する鳥類の図鑑作成にあたっては、鳥類の生息状況及び繁殖等に必要な河川
水辺の環境条件について評価を実施することから、鳥類に関する知識とともに、河川の水辺
環境に関する知識が必要不可欠である。
　また、鳥類図鑑を見やすく取りまとめるための技術及び学識経験者の意見を反映するため
の委員会の運営能力も必要である。
　（財）リバ－フロント整備センタ－は、水辺及び河畔に関して、そのあり方、保全、利用と整
備、生態の保全と回復等の調査研究及び技術開発を実施するすることを目的に、設立された
財団法人であり、「河川水辺の国勢調査」の取りまとめを行っており、鳥類に関する知識とと
もに、河川の水辺環境に関する知識を有している。
　また、当財団は、「川の生物辞典」等の発刊の実績があり、学識経験者で組織する委員会
の運営についても豊富な実績を有している。
　したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は（財）リバ－フロント整備セ
ンタ－の他にない。
　以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(H19年度以降
一般競争入札）
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4567
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度　木曽川鳥類試行調査
分析検討業務

中村　敏一
木曽川上流河川事務所
岐阜市忠節町５丁目１番地

平成17年5月26日 5,040,000

　本業務は、水辺の国勢調査の調査手法の見直しのために、試行的に鳥類調査を行い、そ
の適用性を検討するものである。検討にあたっては、多くの知識と高度な技術力が必要であ
るとともに、全国の水辺の国勢調査のデータを保有し、そのデータから様々な調査手法ごと
の特性について整理したデータを保有している必要があるが、そのようなデータを有している
のは当法人が唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、
これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4568
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度　木曽三川自然再生計
画検討業務

中村　敏一
木曽川上流河川事務所
岐阜市忠節町５丁目１番地

平成17年10月4日 144,585,000

　本業務は、木曽３川の自然再生計画の策定を行うものである。検討にあたっては、多くの知
識と高度な技術力が必要であるとともに、河川生態について全国の情報を保有し、そのデー
タから河道特性と河川生態についての関係を体系的に整理したデータを保有している必要が
あるが、そのようなデータを有しているのは当法人が唯一である。また、検討にあたっては、
厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4569
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度　水循環実験施設運営
管理業務

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年4月1日 157,395,000

水循環実験施設の実験計画・施設の設計・施設整備・運営計画・意識調査・運営管理につい
ては、どれも密接に関連しており、これらを一体的に実施することで、よりよい成果が得られ
る。また、本業務実施中においても、水循環システム企業企画提案審査委員会の助言による
調整、及び博覧会協会との調整も数多くある。 当該運営管理業務には、水循環実験施設の
計画から施設整備迄の内容を熟知し、一体的な管理ができること及び実験施設のシステム
に精通し不慮の故障等に対応できることが必要不可欠である。また、愛知万博会場内の全
体計画等に精通し、博覧会協会等とも調整ができることも不可欠の要件である。
河川環境行政に寄与することを目的に設立された財団法人であり、水辺空間の整備・水循環
の技術的成果を多く蓄積している。また、水循環実験施設の調査業務を受注していることか
ら全体計画及び水循環実験施設のシステムに精通するとともに、円滑な委員会等の運営を
行うなど、関係機関との高い調整能力を有している。
本業務の履行に必要とされる諸条件を充足するものは、（財）リバ－フロント整備センタ－の
他にない（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(H19年度以降
一般競争入札）

4570 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　狩野川管理基本図作
成検討業務委託

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年12月14日 11,865,000

　通達では、許認可業務を行うために「直轄河川管理基図」を作成するよう求めているが、狩
野川の適切な維持・管理を行うには、上記基図作成要領に示される情報はもちろん、それ以
外のさまざまな情報についても必要なものを、かつ使いやすい形で適切に盛り込んだ、維持・
管理に有効な資料とする必要がある。
　従って、本業務の遂行には、河川の維持・管理に精通した知識、日常業務の中での使いや
すさなどを経験的に評価できる知識、河川整備計画などの河川行政の中での位置づけに関
する知識を持って実施することが必要である。
　（財）河川環境管理財団は、河川環境の整備と保全及び河川の利用に関する総合的な調
査研究、河川や河川管理施設の維持管理に関する調査研究等を目的に設立された法人で
あり、他の水系においても河川整備計画の策定に関する業務や本業務と同様の高度な知識
と経験を要する維持・管理関係業務を受託している。そして、河川の維持管理に関する研究
者、並びに河川管理の実務に経験を有する多数の技術者を擁している法人である。
　本業務の履行に必要となる諸条件を、上記のように高度に充足するのは（財）河川環境管
理財団の他にない。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第29条
の３第４項及び予決令第102条の４第３号に基づき随意契約をするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(H19年度以降
総合評価による一般競争に移行）

4571 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　木曽三川下流部河川
環境管理基本方針検討業務

関沢　元治
木曽川下流河川事務所
桑名市大字福島４６５

平成17年11月30日 30,135,000

　本業務を実施するにあたっては、河川環境の整備と保全・管理に関する高度な知識を有
し、併せて、木曽三川下流部における河川の利用実態と河川環境の変遷等についても熟知
し、かつ河川行政的に関する高度な見識を有することが不可欠である。
　(財)河川環境管理財団は、河川環境の整備と保全及び河川の利用に関する調査研究、並
びに河川環境に資する河川の維持管理に関する調査研究等を目的に設立されており、河川
環境の整備と保全・管理に関する専門的知識と技術力及び経験を有する豊かな人材を擁し
ている。
　また、河川環境管理財団は、平成２年度に策定した「木曽川水系河川環境管理基本計画」
と「木曽川水系河川空間管理計画｣及び平成１４年度に策定した「木曽三川下流域自然再生
計画」を手がけており、木曽三川下流部における河川環境の整備及び保全と管理に関わる
計画検討に多くの経験を有している財団である。
　従って、本業務の履行に必要となる諸条件を充足するのは、(財)河川環境管理財団の他に
ない。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第29条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約するものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4572 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　安倍川・大井川土出
し維持管理検討業務

西川　友幸
静岡河川事務所
静岡市葵区田町３丁目１０８番地

平成18年1月31日 10,815,000

　土出しは近代治水事業当初以前から存在したものも多くその築造目的が不明確であると共
に築造当時の河川状況が治水事業等によりその機能は大きく変化している。したがって、河
川環境の変化を視野に入れた土出しの治水機能若しくは影響を新たに検証する必要にな
る。検証するためには河川工学を総体的に理解し、堤防・護岸・水制等の歴史的変遷に十分
精通している必要性がある。
　（財）河川環境管理財団は、河川環境の保全、整備及び総合的な調査研究等並びに河川、
ダム等に関する調査・試験・研究に対する助成等を行い、もって国民の生活環境の向上に寄
与することを目的に昭和５０年設立された財団であり、調査研究では、河川環境管理計画、
水環境、河川整備計画、自然環境保全、維持管理計画と河川全般に亘っていると共に河川
整備基金を通し河川に係わる様々な課題を捉えることが出来る。また、本業務の目的である
護岸・水制等の歴史的な技術史を扱った唯一の資料として「多摩川下流水制の配置構造と
技術史上の意義」があり、この調査研究を実施したのが（財）河川環境管理財団である。した
がって、本業務の目的である土出しの歴史的考察や治水機能を論じ得られるのは（財）河川
環境管理財団のみである。
  以上の理由から、（財）河川環境管理財団と随意契約するものである。（会計法第２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4573 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　庄内川安全利用啓発
資料作成業務

浅野　和広
庄内川河川事務所
名古屋市北区福徳町５丁目５２番地

平成17年9月15日 8,085,000

　業務内容としては、行政機関や河川利用者代表等とで構成する会議や既存の調査、現地
踏査等で把握した河川の利用実態や危険箇所等を精査し、安全な河川敷地利用を啓発する
「土岐川・庄内川安全利用マップ」を作成するものである。
　本業務を実施するには、河川特性を充分に把握した高度な河川管理の実務経験を有する
こと、広範多岐に亘る流域の関係者との調整を図りながら業務のとりまとめを行った実績を
有すること、河川管理者、河川利用者との調整、連携を図った業務実績を有すること、行政
行為の補助者としての中立性、公平性を保持していることが求められる。
　財団法人河川環境管理財団は、水と緑が豊かで、かつ安全な河川環境を〈次世代〉に引き
継いで行くため、流域の視点に立ち、国及び地方公共団体の施策と一体となった活動を全国
各地の河川で進めており、　当財団は中部地方整備局管内各水系において、安全な河川敷
地利用の促進について継続的に取り組める組織設立の補助を行った実績や、安全な河川敷
地利用のための啓発冊子の作成を行った実績など、数々の実績と緊密な調整能力を保持
し、行政の補助者としての中立性、公平性を確保し運営する経験を有しており、河川管理業
務の運営及び啓発、広報等に関する高度な知見を有している。
　したがって、本業務の実施内容を的確に実施することのできる者は、当財団をおいて他に
ない。
　以上の理由から、会計法第29条の３第４項及び予算決算及び会計令第102条の４第３号の
規定により、同法人と随意契約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(H19年度以降
総合評価による一般競争に移行）

 

4574 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　水質自動監視装置調
査業務委託

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年7月13日 7,350,000

   本業務の実施にあたっては、河川の水質管理行政の内容を熟知しており、そのなかで、水
質自動監視装置が果たす役割についての知見を有していることが必要不可欠である。また
水質測定機器に関する知識を有していることも必要である。
 （財）河川環境管理財団は、河川の水環境保全に関する調査研究等を目的として設立され
た財団法人で、全国水質連絡会の業務において「河川水質調査要領（案）」「水質測定機器
ガイドブック」の作成に携わってきたことから、河川の水質管理行政の内容を熟知していると
ともに、そのなかでの水質自動監視装置の役割及び水質測定機器に関して多くの技術成果
を有している。
  したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は（財）河川環境管理財団
の他にない。
  以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(H19年度以降
企画競争を実施）

4575 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　ダイオキシン類実態
調査における品質管理業務委託

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年8月16日 5,292,000

  本業務の実施にあたっては、河川ダイオキシン類採取・分析の精度管理に関する知識を有
することはもとより、平成１６年度までダイオキシン類調査の品質管理を実施してきた、学識
経験者からなる「ダイオキシン類精度管理委員会」（国土交通省）の指摘項目及び指摘の経
緯等を熟知していること、測定結果に対する検討、精査を適切に実施できることが必要不可
欠である。
 （財）河川環境管理財団は、河川の水環境保全に関する調査研究等を目的として設立され
た財団法人で、本業務実施の指針となる「ダイオキシン類調査における品質管理マニュアル
（案）」の作成及び「ダイオキシン類精度管理委員会」の運営に参画していたことから、河川ダ
イオキシン類採取・分析の精度管理に関する知識を有するとともに、「ダイオキシン類精度管
理委員会」の指摘項目及び指摘の経緯等を熟知している。
  さらに、国土交通省河川ダイオキシン調査の全測定結果に対して外部品質管理を実施した
唯一の機関である。
  したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は（財）河川環境管理財団
の他にない。
 以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4576 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　木曽三川下流部地域
連携及び広報業務

関沢　元治
木曽川下流河川事務所
桑名市大字福島４６５

平成17年4月1日 43,155,000

　本業務を遂行するには、木曽三川はもとより他河川における河川環境の保全・河川敷地の
利用・それを踏まえた河川の整備等についての総合的かつ専門的な知識と文化や歴史にも
精通している必要がある。さらに、住民の意向を的確に捉えるため、統一的観点で一貫性を
もった業務を実施する必要がある。
 　財団法人河川環境管理財団は、木曽三川及び全国河川における河川環境の整備・保
全・河川敷地の利用や地域の文化や歴史等について総合的かつ専門的な知識を有し、　 こ
れまでの調査検討業務や木曽三川下流域交流会議運営業務、夢の郷プロジェクト運営業
務、木曽三川下流域地域連携支援業務等により、木曽三川下流域及び地域住民との関わり
が深まっており、一貫性をもって業務を遂行できるものと思われる。
　よって、本業務を遂行できる機関は財団法人河川環境管理財団以外にない。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、上記業者と随
意契約をしようとするものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

見直の余地があるもの

①一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（13,000千円、
H19年度以降一般競争入札に移行）
②企画競争等を行うもの（30,155千
円）
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4577 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　菊川・天竜川下流河
川維持管理計画検討業務委託

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成17年10月6日 15,225,000

　　本業務の検討にあたっては、河川の維持管理に関する実務経験豊富な技術者を擁し、河
川環境を熟知し、総合的な観点からの取り組み、良好な水辺空間の整備・保全の基本方針
をとりまとめ、実務に利便よく供することのできる具体的な「河川維持管理計画」が求められ
ているところである。
　財団法人河川環境管理財団は、治水及び利水の管理と調和を取りながら、河川環境の保
全・整備を図り、あるいは、これらに関する総合的な調査・研究を行い、もって国民の生活環
境の向上を図ることを目的とした公益法人であり、本業務に必要とされる知識及び経験を有
している。
　また、河川環境との調和を図りながら具体的課題としての、効率的な堤防除草、河道樹木
の管理、河川の構造物管理、河床の維持管理等の状況把握やあり方についての事務並び
に調査研究を行っている。また、河川行政等に精通した技術者を多く抱え、河川に関する専
門的かつ幅広い知識を有している。
　以上のことから、財団法人河川環境管理財団は、本業務を遂行するために必要な豊富な
知識と経験を有し、かつ河川情報の秘匿ができ、当該業務を実施し得る唯一の財団である。
したがって、会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により同財団法人と随意契
約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(H19年度以降
総合評価による一般競争に移行）

 

4578 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　大井川河口部生態系
保全検討業務

西川　友幸
静岡河川事務所
静岡市葵区田町３丁目１０８番地

平成18年1月17日 3,675,000

　検討会関連の業務を行うにあたっては、高度な技術と行政補助的な経験が必要不可欠で
ある。
　また、調査対象となるミミズハゼ属に関しては、特殊な生態であり詳細については未だ解明
されていない種であるため、調査手法も明らかになっていないことから、本業務を遂行するに
あたっては各種の生態調査手法の確立に携わり、専門的な知識と豊富な経験を有する必要
がある。
　（財）河川環境管理財団は、「河川環境の保全、整備、管理及び総合的な調査研究」を目的
に設置された法人であり、河川環境に関わる総合的な調査研究や委員会運営についての豊
富な経験と、確かな技術を持っている。
　したがって、本業務の遂行に必要となる諸条件を満たすものは（財）河川環境管理財団以
外に無く、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行(H18年度以降
総合評価による一般競争に移行）

4579 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　豊川矢作川環境調査
検討業務委託

中津川　誠
豊橋河川事務所
豊橋市中野町字平西１番の６

平成17年10月31日 37,590,000

　これら業務の実施にあたっては、河川工学を始めとし河川環境の整備と保全、及び行政機
関、市民団体等との調整や市民参加によるマネージメント等、広範な専門的知識と技術力及
び高い公平性に裏づけられた見識が不可欠である。
　（財）河川環境管理財団は、河川環境の整備と保全、河川の水環境の保全、河川維持管理
等に関する総合的な調査研究等を目的に設立された公益法人であり、本業務に必要とされ
る専門的な知識及び高度な見識を有している。
　従って、本業務の履行に必要となる諸条件を充分満足するものは河川環境管理財団の他
にない。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(H19年度以降
企画競争を実施）

4580 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　木曽三川流域連携活
動業務

関沢　元治
木曽川下流河川事務所
桑名市大字福島４６５

平成17年8月10日 39,585,000

　本業務を実施するにあたっては、河川環境の保全と整備、及び河川環境教育と河川愛護
思想の普及及び啓発、並びに流域連携等、広範囲な専門的知識と技術力及び経験が不可
欠である。
　(財)河川環境管理財団は、河川の自然環境や水環境の保全と河川環境の整備に関する調
査研究、並びに河川環境教育の推進と河川愛護思想の普及及び啓発を目的に設立されて
おり、、河川環境の保全と整備及び環境教育等に関する専門的知識と技術力及び経験を有
する豊かな人材を擁し、また、木曽三川流域の「環境広報業務」及び「夢の郷プロジェクト運
営業務｣を手がけ、当流域の河川環境の保全・整備に関わる広報、及び流域連携に多くの経
験を有しており、本業務の遂行にこれらの人材を活用できる財団である。
　従って、本業務の履行に必要となる諸条件を充足するのは、(財)河川環境管理財団の他に
ない。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第29条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(H19年度以降
総合評価による一般競争に移行）

4581 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　木曽川文庫管理運営
業務

関沢　元治
木曽川下流河川事務所
桑名市大字福島４６５

平成17年4月1日 38,430,000

　木曽三川の治水史を踏まえた治水事業を広く流域住民に理解を深めてもらうためには、木
曽三川の治水・利水の歴史及び環境管理に精通し、継続的に業務を実施する必要がある。
　（財）河川環境管理財団は、治水・利水の管理と調和をとりながら河川環境の保全・整備及
び総合的な調査研究等を行い、国民　　　　　　　　　　の生活環境の向上に寄与することを目
的に設立されており、多くの経験と実績を有している。また平成元年度から木曽川文庫の管
理運営と木曽三川河川広報活動業務を実施しているとともに、過去木曽三川の歴史と環境
に関わる業務を多数行っている。
　以上の理由から、当該法人は本業務を円滑に遂行できる唯一の機関と考えられるので、上
記業者と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号）

見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの（14,000千円、
H19年度以降総合評価等による一般
競争入札に移行）

公募手続きを導入
（24,430千円）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4582 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　木曽三川水環境調査
検討業務

中村　敏一
木曽川上流河川事務所
岐阜市忠節町５丁目１番地

平成17年10月4日 65,467,500

　　本業務の実施にあたっては、既調査結果及び検討経緯等について整理、検証を行うとと
もに、 新の水文資料等を追加したうえで、河川の必要流量を検討する必要がある。また、
木曽三川における水利用の沿革や水資源開発の経緯など既存の利水計画を踏まえて整理
する必要がある。
　このため、業務の遂行にあたっては、河川及び流域の水環境施策や、利水計画に関しての
高度な専門的知見を有し、また関係行政機関との調整、及び検討業務の経験を有する必要
がある。
　財団法人河川環境管理財団は、河川環境の保全、整備及び総合的な調査研究等並びに
河川、ダム等に関する調査・試験・研究に対する助成等を行い、もって国民の生活環境の向
上に寄与することを目的に設立された公益法人である。
　本法人は、これまでに河川行政に係わる業務を数多く手がけ、水環境調査に精通している
とともに、経験豊富で高い技術力を有し、研究指導体制を確保していることなどから、本業務
の目的を的確に把握し、本業務を遂行できる唯一の公益法人である。
　よって、会計法29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号により、随意契約す
るものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4583 （財）河川環境管理財団
平成１７年度木曽三川下流部水面
活用運営検討業務

関沢　元治
木曽川下流河川事務所
桑名市大字福島４６５

平成17年7月13日 9,870,000

　　本業務の遂行に当たっては、水面利用協議会の企画、運営に関する知識の他、組織する
漁協、舟運事業者、プレジャー団体の実情を充分把握していること並びに河川全般において
自然環境に対する知識も卓超している必要がある。
　（財）河川環境管理財団は、河川環境づくりの積極的な推進を図ることを目的に発足した公
益法人であり、以来、河川環境に関する総合的な調査研究、一般の人々に親しまれる河川
公園等の整備と維持管理、河川愛護思想の普及啓発等幅広い活動を行っている。
　従って、本業務遂行にあったては、木曽三川マリンスポーツ連盟外１２レジャー団体、（有）
おおぜき外６遊船業者、赤須賀外１３漁業組合の水面利用者及び警察署、海上保安庁、県
市町村等の行政機関との相互調整及び協議会等の開催、運営のノウハウが必要となり、こ
れらの諸条件を充分満足するものは河川環境管理財団をおいて他にない。
　以上のことから、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められる為、上記業者と随意
契約をするものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(H19年度以降
企画競争を実施）

4584 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　庄内川地域連携支援
業務

浅野　和広
庄内川河川事務所
名古屋市北区福徳町５丁目５２番地

平成17年7月12日 40,635,000

　　本業務を実施するためには、河川管理や河川環境、河川環境教育等に関する専門的な
技術的知識と卓越した経験を必要とするとともに、業務の内容上、直接・間接的にも利害関
係に関わりのない中立的な者であることが要求される。
　(財)河川環境管理財団は、河川環境の保全及び河川敷の利用、河川の自然環境の保全に
関する調査研究を行い、これをもって国民の生活向上を図ることを目的に設立された公益法
人であり、本業務に必要とされる専門的な知識及び豊富な経験を有している。
　また、(財)河川環境管理財団は、平成１５年度から継続して業務を実施しており本業務に精
通している。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法２９条
の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき随意契約しようとするもの
である。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(H19年度以降
企画競争を実施）

4585 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　庄内川中下流域水環
境改善検討業務

浅野　和広
庄内川河川事務所
名古屋市北区福徳町５丁目５２番地

平成17年7月12日 51,765,000

本業務を実施するためには、河川の水質汚濁機構の解明及び水質浄化の手法　・施策に関
する専門的な技術的知識を有し卓越した経験を必要とすると共に、業務の内容上、直接・間
接的にも利害関係に関わりのない中立的立場の者であることが要求される。
(財)河川環境管理財団は、河川環境の保全及び河川敷の利用、河川の自然環境の保全に
関する総合的な調査研究を行い、これをもって国民の生活環境の向上に寄与することを目的
に設立された公益法人であり、本業務に必要とされる専門的な技術的知識を有する技術者
及び豊富な経験者を多数有しており、本業務と関連の深い「平成１６年度庄内川中下流域水
環境改善検討業務」を受託遂行している。また、過去、同種の業務実績もあり本業務に精通
している。
　等の理由から、上記条件を満足する者は(財)河川環境管理財団しかない。
　よって、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第　２９条の３第
４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(H19年度以降
総合評価による一般競争に移行）

4586 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　河川水質調査計画検
討業務委託

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年6月16日 16,800,000

　 本業務の実施にあたっては、上記「指標・要領」策定の経緯・内容を熟知していること、ま
た、管内の河川・流域の特徴、水利用実態等に精通・熟知していることが必要不可欠であ
る。
　（財）河川環境管理財団は、河川の水環境保全に関する調査研究等を目的として設置され
た財団法人であり、上記「指標・要領」の策定に携わっており、経緯・内容を熟知しており、前
年度、三重四川の河川水質調査計画策定の実績を有している。また、管内の河川・流域の
特徴等に精通・熟知しているとともに、水質調査計画に関しても多くの技術的成果を蓄積して
いる。
  したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は（財）河川環境管理財団
の他にない。
　以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(H19年度以降
総合評価による一般競争に移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
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4587 （財）河川環境管理財団
平成１７年度木曽川上流河川環境
管理事業業務

中村　敏一
木曽川上流河川事務所
岐阜市忠節町５丁目１番地

平成17年4月1日 82,300,000

　　本業務を行うためには、施設の運転や維持管理といった作業に精通していることはもとよ
り、気象や水象といった状況の把握及び予測を的確に行うとともに、それを踏まえて施設を運
用する総合管理の能力が必要である。
　（財）河川環境管理財団は、施設の整備を開始した平成５年度から浄化手法の選定、施設
の設計や効率的な運用方法の検討を行うとともに、河川環境の保全に係る豊富な調査研究
等の実績を有しており、施設の運転や維持管理に精通するとともに総合管理の能力を有する
唯一の団体である。
　よって、（財）河川環境管理財団へ委託するものである。（会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4588 （財）河川環境管理財団
平成１７年度国営木曽三川公園上
流部維持管理業務

中村　敏一
木曽川上流河川事務所
岐阜市忠節町５丁目１番地

平成17年4月1日 77,376,600

　都市部の大規模河川公園においては、出水時の公園施設の撤去の有無・時期の判断、出
水後の巡視による危険箇所点検、流体力を有する水辺・水面の安全利用の確保（水面・水際
利用の可不可の判断）、様々な利用形態の調整の必要性など、他の公園と異なり管理にお
いて特殊な技術を必要とする。当財団は30年の河川公園管理の実績とノウハウを有してお
り、過去の管理実績に基づく、多様なデーターベースにより様々な事象の発生にも対応が可
能であり、他の民間企業では有し得ない技術である。
また巡視等の報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し
中立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一
当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの（16,617千円、
H19年度以降総合評価等による一般
競争入札に移行）

公募手続きを導入
（60,759千円）

4589 （財）河川環境管理財団
平成１７年度水辺共生体験館維持
管理業務

中村　敏一
木曽川上流河川事務所
岐阜市忠節町５丁目１番地

平成17年4月1日 31,057,950

　　この施設の計画・設計・監理業務にを遂行するあたり、専門家等の意見を取り入れ、施工
にも反映させていく必要があったため、河川環境に関する十分な知識と本施設をＮＰＯ等が
機能的に活用できるようにするなど、行政を補完することができる専門的知識、技術力及び
経験が不可欠であった。
　そのため、計画の当初から、河川環境の保全、整備及び総合的な研究を行うことを目的に
設置された公益法人である（財）河川環境管理財団と契約を締結し、施設整備を進めてき
た。
　本業務は、水辺共生体験館の維持管理を行う業務であるが、この施設の目的を達成する
ためには、河川環境の専門知識と経験が必要であるとともに、ＮＰＯ等との活動経験が必要
となる。
　（財）河川環境管理財団は、河川環境全般にわたる豊富な専門知識と経験を持った人材を
有しており、川に学ぶ体験活動協議会や子供の水辺サポートセンターの事務局として、様々
なＮＰＯと連携した活動をするなど豊富な経験を有しているため、本業務を遂行できる唯一の
団体である。
　よって、（財）河川環境管理財団へ委託するものである。（会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの（12,000千円、
H19年度以降総合評価等による一般
競争入札に移行）

公募手続きを導入
（19,058千円）

4590 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　国営木曽三川公園中
央水郷地区維持管理業務

関沢　元治
木曽川下流河川事務所
桑名市大字福島４６５

平成17年4月1日 100,850,400

　都市部の大規模河川公園においては、出水時の公園施設の撤去の有無・時期の判断、出
水後の巡視による危険箇所点検、流体力を有する水辺・水面の安全利用の確保（水面・水際
利用の可不可の判断）、様々な利用形態の調整の必要性など、他の公園と異なり管理にお
いて特殊な技術を必要とする。当財団は30年の河川公園管理の実績とノウハウを有してお
り、過去の管理実績に基づく、多様なデーターベースにより様々な事象の発生にも対応が可
能であり、他の民間企業では有し得ない技術である。
また巡視等の報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し
中立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一
当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの（31,476千円、
H19年度以降総合評価等による一般
競争入札に移行）

公募手続きを導入
（69,374千円）

4591 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　木曽川下流河川環境
管理事業業務

関沢　元治
木曽川下流河川事務所
桑名市大字福島４６５

平成17年4月1日 35,878,500

　都市部の大規模河川公園においては、出水時の公園施設の撤去の有無・時期の判断、出
水後の巡視による危険箇所点検、流体力を有する水辺・水面の安全利用の確保（水面・水際
利用の可不可の判断）、様々な利用形態の調整の必要性など、他の公園と異なり管理にお
いて特殊な技術を必要とする。当財団は30年の河川公園管理の実績とノウハウを有してお
り、過去の管理実績に基づく、多様なデーターベースにより様々な事象の発生にも対応が可
能であり、他の民間企業では有し得ない技術である。
また巡視等の報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し
中立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一
当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4592 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　打ち水実証実験計画
運営業務

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年6月21日 19,635,000

　　本業務の遂行にあたっては、専門的な河川の自然環境保全に関する知識に精通している
ことはもとより、地方自治体等の関係機関、ＮＰＯ等の市民団体との緊密な調整、事業運営
及び広報活動等、河川行政的な知見や豊富な経験を兼ね備えていることが必要である。
　当財団は、河川の自然環境保全に関する調査研究等を目的として設置された財団法人で
あり、実務経験豊富な河川行政技術者及び学識者を多数擁し、河川管理に関し高い知見を
有している。 また、地方自治体等の関係機関、ＮＰＯ等の市民団体との緊密な調整等の経験
を通じて事業運営及び広報活動等に関する知見を多数有している。
　したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は（財）河川環境管理財団
の他にない。
　以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの(H19年度以降
総合評価による一般競争に移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4593 （財）河川環境管理財団 パンフレット２点
大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年8月22日 5,289,800

当該書籍の購入は、当該法人が本書の唯一の発行、販売元であるため、その者から直接調
達・購入せざるを得ない。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号） その他のもの －

4594 （財）河川情報センター
平成１７年度三重河川国道洪水危
機管理演習検討業務

田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年10月4日 10,500,000

　　本業務の遂行に当たっては、行政としての洪水時における的確な情報連絡や適切な対処
等、総合的・広域的な防災対策等に関して、高度な知見や豊富な経験及び卓越した技術を
有していることが必要である。
　財団法人河川情報センターは、河川及びその流域に関する情報の収集・処理・加工・提供
に関する調査研究及び技術開発を行うことにより、情報管理・手法を確立し、その成果を広く
国民、地方自治体、その他防災関係者及び国民社会に提供すると共に、その活動の促進を
図り、もって水害による被害の軽減及び危機管理並びに河川の適正な管理及び利用の増進
に資することを目的に設立された公益法人である。
　同法人は、河川災害に関する危機管理演習等の業務の実施に加え、ロールプレイング方
式による危機管理演習の業務を実施している唯一の機関であり、総合的・広域的な防災対
策等に関して、高度な知見や豊富な経験及び卓越した技術を有している。よって、本業務を
遂行できるのは、財団法人河川情報センターのみである。
　以上の理由から、契約の性質及び目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである

見直の余地があるもの

①一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（5,233千円、
H19年度以降一般競争入札に移行）
②随意契約によらざるを得ないもの
（5,267千円）

4595 （財）河川情報センター
平成１７年度　災害弱者に対する洪
水情報提供検討業務

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成18年2月21日 4,935,000

　本業務は、ハザードマップの活用による災害弱者に対する洪水情報提供のガイドラインの
検討を行うものである。当該財団は、ハザードマップの作成のノウハウを有しており、複雑な
条件の下でのハザードマップ作成について他に類を見ない経験と、代替性のない特定の知
識を有しており、本業務を遂行できる唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項、予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4596 （財）河川情報センター
平成１７年度天竜川上流浸水想定
区域アニメーション作成業務委託

三上　幸三
天竜川上流河川事務所
駒ヶ根市上穂南７番１０号

平成18年2月28日 5,670,000

本業務は、動く浸水想定区域ビューワの作成を行うものである。当該財団は、動く浸水想定
区域ビューワについて、開発者として代替性のない特定の知識等を有している唯一の者であ
る。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号） 見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4597 （財）河川情報センター
平成１７年度　天竜川上流危機管理
演習検討業務委託

三上　幸三
天竜川上流河川事務所
駒ヶ根市上穂南７番１０号

平成18年2月28日 13,125,000

自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理を行えるようにするために
は、シナリオのない状況の中で臨機の判断等の対処能力を向上させるための訓練が不可欠
である。
ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプレーヤーに分かれ、コントロー
ラーから付与される状況に応じてシナリオを知らされていないプレーヤーがその場で判断し
行動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法である。
当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について著作権を有している。また、災
害対応について、経験と代替性のない特定の知識等を有する演習実施組織を擁する唯一の
者である。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの

①一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（6,541千円、
H19年度以降一般競争入札に移行）
②随意契約によらざるを得ないもの
（6,584千円）

4598 （財）河川情報センター
河川管理者向け統一河川情報シス
テム改良検討業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成18年1月23日 166,803,000

当該財団は、統一河川情報システムの著作権を有している。また、システムの開発者として、
大量の河川情報を提供する統一河川情報システムについて、代替性のない特定の知識等を
有している。当該財団は統一河川情報システムの定数設定等の改良ができる唯一の機関で
ある。

その他のもの －

4599 （財）河川情報センター
平成１７年度　中部河川情報精度向
上検討業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年4月20日 36,645,000

当該財団は河川情報提供システムの著作権を有している。また、システムの開発者として、
大量の河川情報を提供する河川情報システムについて代替性のない特定の知識等を有して
おり、常時稼働する必要があるシステムに異常が発生した場合においても緊急対応能力を
有している。さらに、災害時の危機管理として、24時間365日のデータ監視体制を構築して精
度の高い監視業務を実施するとともに、県や市町村などからの問い合わせにも対応してお
り、大量の河川情報の監視について代替性のない特定の知識等を有しており河川情報の監
視、精度向上ができる唯一の者である。

その他のもの －

4600 （財）河川情報センター
平成１７年度　水文観測データ品質
照査業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年6月21日 19,687,500

当該財団は、高度照査プログラムの著作権を有している。高度照査プログラムの開発者とし
て、当該プログラムとそれを用いたデータの高度照査について、代替性のない特定の知識等
を有している。また、当該財団は、高度照査のシステムを開発するなど、高度照査に関して代
替性のない特定の研究の成果を有しており、水文観測データの高度照査のできる唯一の者
である。

その他のもの －

4601 （財）河川情報センター
平成１７年度　中部地方整備局危機
管理演習検討業務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年5月9日 7,455,000

　自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理を行えるようにするために
は、シナリオのない状況の中で臨機の判断等の対処能力を向上させるための訓練が不可欠
である。
　ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプレーヤーに分かれ、コントロー
ラーから付与される状況に応じてシナリオを知らされていないプレーヤーがその場で判断し
行動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法である。
　当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について著作権を有している。また、
災害対応について、経験と代替性のない特定の知識等を有する演習実施組織を擁する唯一
の機関である。
　そのため、当該法人でなければ本検討業務において必要とする成果を得ることができない
ため、随意契約を行う。

見直の余地があるもの

①一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（3,715千円、
H19年度以降一般競争入札に移行）
②随意契約によらざるを得ないもの
（3,740千円）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所
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4602 （財）河川情報センター
平成１７年度　木曽川水系渇水被害
等検討業務

中村　敏一
木曽川上流河川事務所
岐阜市忠節町５丁目１番地

平成17年10月6日 8,820,000

　本業務の実施にあたっては、渇水対策効果や渇水情報提供に関する知識や調査検討の実
績はもとより、提言案に関する深い理解が不可欠である。
　財団法人河川情報センターは、河川・流域情報の提供等に関する調査研究及び技術開発
を行い、その成果を社会に提供することにより、危機管理等に資することを目的として設立さ
れた公益法人である。
　本法人は、河川行政に精通しているとともに、渇水対策効果や渇水情報提供に係る豊富な
調査検討の実績を有するとともに、検討会の運営や提言案に基づく情報提供の具体的検討
を実施していることから、本業務の目的を的確に把握し、本業務を遂行できる唯一の公益法
人である。
　よって、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号により、随意契約
するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの（平成19年度以
降一部一般競争入札に移行）

4603 （財）河川情報センター
平成１７年度　複合型災害防災訓練
検討業務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成18年2月9日 20,685,000

　検討では、中部地方整備局及び関係機関の防災業務計画や、水害及び地震の被害予測
に関する資料収集と整理、被害等の全般的な条件設定、訓練項目の整理、これらに基づくシ
ナリオ作成、会場設営計画等の訓練計画全般を作成する。
　このため、風水害・地震災害の同時発生における被害想定が可能な解析手法及び技術力
の保持、実践的な訓練ｼﾅﾘｵを作成するため防災に係わる法律（水防法・災害対策基本法
等）や関係機関の防災計画等の豊富な行政上の専門的知識、河川等の維持管理に関する
豊富な経験、さらに各参加機関が連携して効果的な災害対策を実現するため、各法律と関
係機関の防災計画等との整合性を十分理解し、より実践的な訓練とするための十分な知識
と経験が必要である。
　（財）河川情報センターは、河川・流域情報の収集、処理・加工、解析、保管及び提供に関
する調査研究及び技術開発を行うことにより、情報管理及び情報提供の手法を確立し、その
成果を広く国・地方公共団体その他の防災機関及び国民社会に提供するとともに、その活用
の促進を図り、もって水災害のによる被害の軽減及び危機管理並びに河川の適正な管理及
び利用の増進に資することを目的として設立された財団である。
　（財）河川情報センターは、風水害のみならず、地震等各種災害を想定し、関係機関が多数
参加する防災訓練の受注実績や、平成１７年度中部地方整備局危機管理演習検討業務委
託を受注しているなど、十分な実績と豊富な経験を保持している。
　また、河川情報センターは、ﾘｱﾙﾀｲﾑ動的氾濫ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ等の防災関連ｼｽﾃﾑを開発してい
る事等、本業務遂行における必要十分な調査研究上の技術的蓄積を備えているほか、防災
関連の各法律・各機関の防災計画の整合性を理解し、実践的な訓練ｼﾅﾘｵを企画・提案する
為の豊富な人材と知識や技術を兼ね備えている。
　本業務を遂行するに必要な知識。経験・人材を有する機関は（財）河川情報センター以外に
ない。
　以上のことから、契約の性質又は目的が競争を許さないと認めるため、会計法第２９条の３
第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、上記法人と随意契約を
実施するものである。

その他のもの
一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの（平成19年度以
降一般競争入札に移行）

4604 （財）河川情報センター
平成１７年度　インターネットを利用
した水文水質データ提供業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年4月1日 82,950,000

当該財団は河川情報提供システムの著作権を有している。また、全国の大量の河川情報を
提供する情報システムについて代替性のない特定の知識等を有している。このため、当該財
団はインターネットによる河川情報を提供出来る唯一の者である。（会計法第２９条の３第４
項及び国の物品等の調達手続の特例を定める政令第１３条第１項第１号） 見直の余地があるもの

①一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（70,644千円、
H19年度以降一般競争入札に移行）
②随意契約によらざるを得ないもの
（12,306千円）

4605 （財）河川情報センター 平成１７年度　河川情報提供業務
後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年4月1日 2,520,000

　　本業務の実施にあたっては、河川流域に関する広範囲にわたる詳細情報を河川管理に
適する画像情報に加工処理し、さらに的確かつ迅速に提供し得る機能が強く要求される。
　（財）河川情報センターは、河川情報を受信するためのソフトを開発し、配信内容や受信環
境に合わせて随時改良を行っている唯一の者である。
　これらの諸条件を充足する者は、（財）河川情報センターの他にない。（会計法第２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4606 （財）河川情報センター 平成１７年度　河川情報提供業務
浅野　和広
庄内川河川事務所
名古屋市北区福徳町５丁目５２番地

平成17年4月1日 5,880,000

　　（財）河川情報センターは、河川及びその流域に関する情報の収集、処理、加工、解析、
保管及び提供することを目的に設立された公益法人で本業務を実施するシステムおよび機
器を有しているのは同法人以外にはない。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4607 （財）河川情報センター
平成１７年度矢作川浸水想定区域
表示システム構築業務

中津川　誠
豊橋河川事務所
豊橋市中野町字平西１番の６

平成18年2月16日 3,990,000

本業務は、動く浸水想定区域ビューワの作成を行うものである。当該財団は、動く浸水想定
区域ビューワについて、開発者として代替性のない特定の知識等を有している唯一の者であ
る。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号） 見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4608 （財）河川情報センター 平成１７年度河川情報提供業務
田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年4月1日 2,520,000

　本業務における情報の提供は、画像情報等のわかりやすい形に加工した上で、極力、短時
間で受けることが必要不可欠である。
　（財）河川情報センターは、他機関等から公表される情報を、画像情報等に加工した上で確
実に提供するシステムを有している。
　したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は（財）河川情報センターの
他にない。
　以上の理由から、契約の性質及び目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約をしようとするも
のである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4609 （財）河川情報センター 平成１７年度　河川情報提供業務
関沢　元治
木曽川下流河川事務所
桑名市大字福島４６５

平成17年4月1日 1,442,700

　（財）河川情報センターは、河川及びその流域に関する情報の収集、処理・加工、解析、保
管及び提供に関する調査研究及び技術開発を行うことにより、情報管理及び情報提供の手
法を確立し、その成果を広く国、地方公共団体その他の防災関係機関及び国民社会に提供
するとともに、その活用の促進を図り、もって水災害による被害の軽減及び危機管理並びに
河川の適正な管理及び利用の増進に資することを目的に設立されており、上記の情報を提
供している唯一の機関である。
　以上の理由から、（財）河川情報センターと随意契約を行うものである。（会計法第２９条の
３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4610 （財）河川情報センター 平成１７年度　河川情報提供業務
三上　幸三
天竜川上流河川事務所
駒ヶ根市上穂南７番１０号

平成17年4月1日 5,670,000

　本業務における水文資料の提供は、高度又は専門的な技術力・知識力が必要不可欠であ
る。
　（財）河川情報センターは、水文情報の加工、配信に関する多くの業務実績を有するととも
に、本業務において必要とされる情報に関する高度又は専門的な技術力、知識力を有してい
る。また、このような情報の提供を実施しているのは、当該財団のみである。
　したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は、（財）河川情報センター
の他にない。
　以上の理由から契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4611 （財）河川情報センター 平成１７年度　河川情報提供業務

野村　正之
天竜川ダム統合管理事務所
長野県上伊那郡中川村大草６８８４番地
の１９

平成17年4月1日 1,260,000

河川情報を提供している機関は（財）河川情報センターしかない。
　以上の理由により、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、
（財）河川情報センターと随意契約しようとするものである。 その他のもの

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4612 （財）河川情報センター
平成１７年度　矢作ダム河川情報提
供業務

小出　武文
矢作ダム管理所
愛知県豊田市閑羅瀬町東畑６７

平成17年4月1日 1,260,000

　　本業務を実施するには、河川流域に関する広範囲にわたる詳細な諸情報を河川及びダ
ム管理に適用する画像情報に加工処理し、さらに確実かつ迅速に提供することが要求され、
また、ダム管理上の重要な情報となるため公益性が確保されかつ正確な情報の提供が要求
される。
　財団法人　河川情報センターは、河川・流域情報の収集、処理、加工、解析、保管及び提
供に関する調査研究及び技術開発を行うことにより、情報管理及び情報提供の手法を確立
し、その成果を広く国・地方公共団体その他の防災機関及び国民社会に提供するとともに、
その活用の促進を図り、もって水災害による被害の軽減及び危機管理並び河川の適正な管
理及び利用の増進に資することを目的とした公益法人であり、本業務を迅速かつ正確に行う
ことが出来かつ公益性が保たれる上記条件を満たす唯一の団体である。
　よって会計法第２９条の３第４項及び予算決算令及び会計令１０２条の４第３号の規定に基
づき随意契約を行うものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4613 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度　横山ダム新横山橋工
事技術評価支援業務

松岡　博
横山ダム工事事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山１３３０番
地

平成17年8月26日 20,055,000

本業務は、発注者の求める性能をあらかじめ示した上で、入札参加希望者が有する高い技
術力の提案を広く受け審査するもので、橋梁全般にわたる幅広い経験と専門的技術が必要
で、橋梁の設計施工に関する高度な知識とともに、公平、中立な評価が求められる。また、提
案者の独自の技術を知ることから守秘義務が求められ、学識経験者による委員会の開催運
営することから運営開催の豊富な経験が必要である。
財団法人　海洋架橋・橋梁調査会は、我が国の大規模な海洋架橋からその他の橋梁に関す
る技術、経済、環境その他について調査研究の他、これらの知識の普及等を行い、橋梁事
業の円滑な発展を図ることによって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目
的に設立された公益法人で、多様な橋種橋梁の性能評価、審査、検査に関する調査研究・
開発や橋梁の保全に関する調査研究・開発等の橋梁技術に関する高度な知識と豊富な業務
実績、技術審査委員会の開催運営等の豊富な経験を有する。よって、当業務を遂行できる
者は当財団以外にない。
以上の理由から、契約の性質又は業務の目的が競争を許さないと認められるため、会計法
第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4614 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度　１号熱田伝馬橋耐荷
力検討業務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年9月28日 17,692,500

本業務の実施にあたっては、現状の健全度評価が必要な供用中の橋梁の耐荷力検討及び
所用の性能の回復策としての補修・補強や架け替えの検討に際し、専門的な知見と過去の
経験・それに基づく高度な技術的判断力が必要である。
推薦業者である(財)海洋架橋･橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、
環境その他の問題についての調査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図
ることによって、国民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを目的とした財団で、道路
橋の保全に関する高度な技術と豊富な実績を有するとともに、道路橋の保全に関する調査
研究及び開発に実績があり、高度な技術判断が要求されるものについて数多くの指導･助言
を行っている。また、推薦業者は過去に橋梁の耐荷力検討業務や様々な橋梁に関する検討
委員会を開催した実績があり、さらに本業務は、橋梁の安全かつ円滑な交通確保に向けた
耐荷力検討を行うものであるため、劣化状況を把握し、対策への流れを熟知した業者でなけ
ればならない。よって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足するものは（財）海洋架
橋・橋梁調査会をおいて他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認めるため、会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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4615 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度　中部地整管内橋梁異
常時点検等業務委託

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年9月20日 62,265,000

本業務の遂行にあたっては、道路橋の点検手法・検査技術、補修・補強方法等、橋梁の維持
管理に関して高度な知識と豊富な経験を有するとともに、補修等の必要性の判定や補修等
の方法を検討するための基礎資料の作成にあたっては、公平性、中立性が確保されることが
不可欠である。
（財）海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境その他の
問題についての調査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることによっ
て、国民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを目的とした財団法人であり、道路橋
の調査・管理業務に係わる高度な知識・技術・情報と豊富な経験を有するとともに、公平性、
中立性が確保された者である。
したがって、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３第
４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、上記法人と随意契約しようとするものであ
る。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4616 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度　中部地整管内橋梁検
査等業務委託

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年6月14日 150,360,000

本業務の遂行にあたっては、道路橋の点検手法・検査技術、補修・補強方法等、橋梁の維持
管理に関して高度な知識と豊富な経験を有するとともに、対策区分の判定や橋梁全体として
の総合的評価の実施にあたっては、公平性、中立性が確保されることが不可欠である。
（財）海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境その他の
問題についての調査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることによっ
て、国民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを目的とした財団法人であり、道路橋
の調査・管理業務に係わる高度な知識・技術・情報と豊富な経験を有するとともに、公平性、
中立性が確保された者である。
したがって、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３第
４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、上記法人と随意契約しようとするものであ
る。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4617 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度　地震発生時における
橋梁点検業務

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成18年2月13日 1,890,000

本業務は、地震発生後、直ちに実施しなければならず、また高い専門性を必要とするため、
平成１６年４月１日付けで中部地方整備局長と（財）道路保全技術センター及び（財）海洋架
橋・橋梁調査会との間で協定を締結しており、今回この協定に基づき点検業務を委託するも
のである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4618 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度　伊勢湾周辺整備効果
検討業務

長田　真一
東海幹線道路調査事務所
豊橋市駅前大通２丁目３３番地の１（開発
ビル６階）

平成17年11月2日 19,530,000

本業務では、海峡を跨ぐ大規模架橋プロジェクトの事業手法についての高度な専門知識・経
験及び広範な知見が必要不可欠である。
財団法人海洋架橋・橋梁調査会は、「海洋架橋その他橋梁に関する技術、経済、環境、その
他の問題について調査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることに
よって、国民経済の発達と国民生活の向上に寄与する」ことを目的に設立された調査機関で
あり、本州四国連絡橋をはじめとする国内外の海峡部の長大橋における調査・検討及び大
規模架橋プロジェクトの事業手法に関する事例調査や研究を実施している。
また、過年度において、東京湾口や紀淡海峡、関門海峡での道路整備手法検討や合意形成
関係の調査を実施するなど、本業務を遂行するのに必要な実績を有していると伴に、「伊勢
湾口道路技術調査委員会（H7.12.26発足）」を長年に渡り開催・運営しており、地域に対する
理解度も深い。
さらには「大規模架橋プロジェクト等の財源および事業手法に関する調査研究会」を設置し、
独自の研究を行うなど、本業務に必要とされる高度な専門知識・経験及び広範な知見を有し
ている。
したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は財団法人海洋架橋・橋梁調
査会の他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約するものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4619 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度地震発生時に伴う橋梁
点検業務

田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成18年1月19日 1,396,500

この業務を実施するにあたっては、平成１６年４月１日地震発生時における道路詳細点検業
務に関する協定に基づき実施するものである。
１）協定は中部地方整備局と（財）海洋架橋・橋梁調査会とで締結されている。
２）（財）海洋架橋・橋梁調査会は、橋梁保全の技術に関する調査研究、開発を行い、行政面
の豊富な知識及び経験等、本業務に必要とする業務遂行能力を有している。
以上の諸条件を充足するものは、（財）海洋架橋・橋梁調査会の他にない。
以上の理由から、緊急の必要により競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３第
４項及び予決令１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4620 （財）海洋架橋・橋梁調査会 平成１７年度　大規模橋梁検討業務

長田　真一
東海幹線道路調査事務所
豊橋市駅前大通２丁目３３番地の１（開発
ビル６階）

平成17年10月7日 35,070,000

本業務の実施には、これまでにない長大橋に関する検討であることから、学識経験者等の指
導・助言を受けて進めることが必須であり、そのための委員会等を運営しその極めて専門的
な内容のとりまとめを行うことが求められる。よって、本業務の履行には長
大橋の設計等に関する高度な知識、豊富な技術的経験・判断力、委員会の運営経験・とりま
とめ能力を必要とし、かつ、これまでの伊勢湾口道路及びその長大橋に関する検討内容をふ
まえて実施するために、その情報・経緯を熟知していることも必要である。
財団法人 海洋架橋・橋梁調査会は、「海洋架橋その他橋梁に関する技術、経済、環境、その
他の問題について調査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることに
よって、国民経済の発達と国民生活の向上に寄与する」ことを目的に設立され
た調査機関であり、長大橋梁技術においては、従来形式にとらわれない合理的かつ経済的
な橋梁形式についての研究、本州四国連絡橋事業の大規模な海洋架橋に関する調査研究
に携わるなど、多くの長大橋に関する技術情報及び調査研究実績を蓄積し、経験豊富な橋
梁関係技術者を有している。
本業務の実施にあたっては、長大橋の設計等に関する高度な知識、豊富な技術的経験・判
断力、委員会の運営経験・とりまとめ能力を有していること、当調査会が平成6年度から実施
している学識経験者等の委員会等を活用した伊勢湾口道路の橋梁案につ
いての「構造物検討業務」の履行にあたり参照した情報、履行の経緯を熟知していることが
必要である。
したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は財団法人 海洋架橋・橋梁
調査会の他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第4 項及び予決令第１０２条の４第3 号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4621 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度　構造物重点管理シス
テム検討業務委託

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年7月25日 24,937,500

本業務における橋梁の専門的な検討を行うためには、データの分析能力及び行政的視野に
関する高度または専門的な技術力、知識力が必要不可欠である。
財団法人 海洋架橋・橋梁調査会は、本業務に必要とされる道路橋の調査・管理業務に係わ
る高度または専門的な技術力、知識力、現地の状況等に精通した者を有している。
したがって本業務の履行に必要とされる諸条件を充足するものは財団法人 海洋架橋・橋梁
調査会の他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により、随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4622 （財）経済調査会 「積算資料」材料単価ＦＤ購入
大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年4月25日 4,921,350

「積算資料及び材料単価データベース」を発行・作成している唯一の機関である。（会計法第
２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの －

4623 （財）計量計画研究所
平成１７年度　動的交通需要マネジ
メント検討業務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年7月29日 59,430,000

大気汚染が社会的課題となっている地域において、道路管理者が交通実態を把握するため
に必要となるプローブデータ解析システム、渋滞損失算定プログラム等の著作権を有する唯
一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの 随意契約によらざるをえないもの

4624 （財）計量計画研究所
平成１７年度　庄内川整備計画ＰＩ支
援業務

浅野　和広
庄内川河川事務所
名古屋市北区福徳町５丁目５２番地

平成17年7月6日 20,107,500

　平成１４年度から継続して実施している業務であり、本業務についての経緯を十分把握した
上で今年度の業務を実施する必要があるとともに、状況に応じ　た柔軟なＰＩプログラムを展
開していくため、専門的な知識、経験が必要となる。
　（財）計量計画研究所は、我が国及び諸外国の政治、経済、社会事象の調査研究を行う団
体であり、我が国諸官庁を始め諸企業の合理的政策決定及び科学的計画に関する知識普
及に寄与することを目的として設立された財団であり、「合　意形成に関する知識共有システ
ムの構築に向けた基礎的検討業務」（国土技術政策総合研究所）をはじめとして、国土交通
省が導入を進めているＰＩ実施に関する業務を多数実施している。
　さらに、海外の公共事業を中心としたＰＩ手法に精通しており、先進的にＰＩが導入されている
諸外国における事例について、具体的で幅広い情報や知識も有している。
　平成１７年度の河川整備計画策定に向け、引き続きＰＩ支援業務を行うものであるが、（財）
計量計画研究所は、平成１４年度から継続して業務を実施しており本業務に精通している。
　以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、  （財）計量
計画研究所と随意契約しようとするものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4625 （財）計量計画研究所
平成１７年度　名古屋圏の環状道路
等の整備効果に関する検討業務

長田　真一
東海幹線道路調査事務所
豊橋市駅前大通２丁目３３番地の１（開発
ビル６階）

平成17年6月29日 55,125,000

本業務の実施にあたっては、社会資本整備による社会経済効果の計測等多角的分野からよ
り詳細な環状道路等の整備効果の検討を実施するためには、道路整備による誘発交通量推
計等まだ一般化されていない推計手法が必要な業務である。
（ 財） 計量計画研究所は、全国あるいは都市・地域といったマクロ的な視点からの交通施設
整備による経済効果計測等について、経済学、統計的手法を基に経済・社会・交通等の客観
的データを活用した実証的な分析によって調査研究を専門的に行っているシンクタンクであ
り、２ ０ ０ １ 年からは誘発交通量推計手法に関する調査研究も行っており、唯一その手法
を確立しているシンクタンクでもある。
したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は（ 財） 計量計画研究所の
他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２ ９
条の３ 第４ 項及び予決令第１ ０ ２ 条の４ 第３ 号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4626 （財）計量計画研究所
平成１７年度　トラックプローブの適
用可能性調査業務委託

松本　良一
紀勢国道事務所
松阪市郷津町２０６番地の１

平成18年2月17日 19,950,000

公益性を前提に企業情報を含むデータを入手し、かつそのデータを元に業務の実施に必要
となるプローブデータ解析システム、渋滞損失算定プログラム等の著作権を有する唯一の機
関である。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの 随意契約によらざるをえないもの



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4627 （財）建設技術研究所
平成１７年度　静岡国道危機管理検
討業務委託

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成18年2月2日 13,650,000

本業務を遂行するには、道路の被災情報の収集体制、それに基づく対応、応急復旧の体制
など危機管理に関する高度でかつ、総合的な専門知識と技術力を必要とする。
財団法人 建設技術研究所は、「建設に関する技術及び事業の調査研究を行い、これらの改
善進歩に寄与する」ことを目的に設立され、災害時の被害予測、情報伝達、緊急時業務手順
書や防災計画の体系化等に関する研究並びに災害時の現地での技術支援、関係基準類の
整備及び各種の災害に対する知見の蓄積などの危機管理体制に関する研究開発を実施し
ているとともに、本件遂行上必要となる、 新の実務的な危機管理情報を保有している。
以上のことから、本業務を効率的かつ網羅的に遂行できるのは、財団法人 建設技術研究所
のほかにはない。
従って、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第三号の規定に
基づき、随意契約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4628 （財）建設技術研究所
平成１７年度　天竜川流域砂防水理
模型実験業務

三上　幸三
天竜川上流河川事務所
駒ヶ根市上穂南７番１０号

平成17年8月2日 97,230,000

　財団法人　建設技術研究所は、かねてから多くの砂防水理模型実験を行うことにより堰堤
による河床への影響や砂防堰堤の施設構造等について検討している。また、学識経験者並
びに専門家による「砂防水理模型実験検討委員会」を財団法人　建設技術研究所内に設置
しており、学識経験者並びに専門家の意見・アドバイスを得ながら、砂防水理模型実験に関
する高度かつ広範囲な知識を結集し業務を遂行している。
　したがって、本業務を行うことができるのは、財団法人　建設技術研究所をおいて他にはな
い。
　以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4629 （財）建設業技術者センター 平成１７年度　企業情報提供業務
大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年4月1日 3,150,000

　（財）建設業技術者ｾﾝﾀｰは、建設工事の適正な施工を確保するため、技術者の専任制を
より有効に担保するとともに施工管理に関して必要な知識及び技術の普及を図ることを目的
として設立された法人であり、建設業に関係する幅広い知識、技術及び経験を有している。
　また、平成８年度より、「建設業者に関する各種情報を集積し、発注者が協同で利用できる
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの整備を進める必要がある」との中央建設業審議会の建議を受けて、公共工事発
注者を支援する建設業者の財務・経営・工事実績・技術者ﾃﾞｰﾀ・技術者の専任制確認等の
情報提供サービス業務を行っている唯一の機関である。
　以上のことから、本業務を実施しうるものであることから、会計法第２９条の３第４項。予決
令１０２条の４第３号により随意契約をしようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4630 （財）建設業情報管理センター
平成１７年度　建設業情報管理シス
テム電算処理業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年4月1日 2,503,975

　本業務は、建設業許可事務等を行う国土交通省（地方支分部局及び沖縄総合事務局）及
び都道府県（以下「許可行政庁」という。）が、同一のデータベースに自らが許可した建設業
者に係る技術者等のデータを登録することで、
①　建設業者間における技術者の名義貸し等を防止する
②　建設業者の許可情報等を許可行政庁間で共有する
ことにより、建設業者に対する指導監督業務を適正に行う
こと等を目的とするものであり、すべての許可行政庁が同一のシステムを活用して行う必要
がある。
　左記財団法人の建設業情報管理システムは、上記目的のために、国土交通省及び４７都
道府県が取り決めの上構築されたシステムであり、左記財団法人を唯一の契約先とせざるを
得ない。
（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

その他のもの 随意契約によらざるをえないもの 単価契約

4631 （財）建設物価調査会 「建設物価」材料単価ＦＤ購入
大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年4月25日 4,158,000

「建設物価及び材料単価データベース」を発行・作成している唯一の機関である。（会計法第
２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの －

4632
（財）建築コスト管理システム
研究所

平成１７年度　営繕積算システムＲＩ
ＢＣ賃貸借

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年4月1日 1,400,700

「営繕積算システムＲＩＢＣ」は、各府省庁の統一基準である「公共建築工事基準」、「公共建
築工事標準歩掛り」、公共建築工事共通費積算基準」及び「公共建築工事内訳書標準書式」
に基づく積算システムで、特に複合単価においては、毎年行われる標準歩掛りの改正及び
市場単価の追加に的確に対応している。また、間違いのない確実な計算及び高い機密性を
保持するなど、公共建築工事においてその使用に耐えうる性能を有する唯一の積算システ
ムである。なお、同システムは、国土交通省、各都道府県及び政令指定都市で構成されてい
る「営繕積算システム等開発利用協議会」の意向を基に同研究所が開発したものであり、同
研究所がシステムの賃貸借及びサポートに係る業務履行できる唯一の者である。（会計法第
29条の３第４項）

その他のもの ー

4633
（財）交通事故総合分析セン
ター

平成１７年度　交通事故統合データ
ベース分析検討業務

長田　真一
東海幹線道路調査事務所
豊橋市駅前大通２丁目３３番地の１（開発
ビル６階）

平成17年10月31日 52,605,000

（財）交通事故総合分析センターは、道路交通法により全国に一に限って認められる「交通事
故調査分析センター」に指定されており、交通事故統計データ（警察庁所管）、センサスデー
タと統合した交通事故統合データベースなど交通事故に関するデータベースを適正に保有
し、これらに基づき調査分析することのできる我が国で唯一の団体であるため。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約するものである。

その他のもの 随意契約によらざるをえないもの



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4634 （財）交通統計研究所
平成１７年度　道路交通センサスＯ
Ｄ調査関連営業用車類調査業務

長田　真一
東海幹線道路調査事務所
豊橋市駅前大通２丁目３３番地の１（開発
ビル６階）

平成17年8月12日 25,441,500

実査管理では、全国乗用自動車連合会、全国トラック協会、日本バス協会、運輸局・運輸支
局に対して、総括的な立場からの調整を図りながら、各調査主体への調査方法の説明、調
査票等の調査物の提供、調査後の調査票の検査等を行う。
上記業務を円滑に遂行するにあたっては以下の条件が必要となる。
・様々な協会等に対して、総括的な立場から調整を図る必要があり、特定の地域・機関にとら
われることなくとりまとめを行う事ができる「公共公益性の高い機関」であること。
・営業用車類調査をとりまとめる上で、交通統計理論、交通統計及び関連統計の収集整理に
熟知している必要があり、統計事務に関する高度なシステム技術を取り入れた作業体制を保
有していること。
・営業用車の調査で取り扱う情報は、企業秘密に属する情報である事から、調査を行う機関
は、公平・中立的且つ非営利的な立場にあること。
・本業務に必要な業務実績や経験を有し、業務内容に熟知・精通した技術者を保有している
こと。
（財）交通統計研究所は、昭和３７年に運輸省の許可により設立された交通統計を専門とす
る唯一の公益法人であり、国土交通省道路局が主催する「平成１７年度道路交通センサスの
実施に関する検討ワーキンググループ」に技術者を参画させ、本業務の内容に熟知・精通し
ている。
したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は（財）交通統計研究所の他
にない。
以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３項第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第３号に基づき、随意契約をするものであ
る。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4635 （財）公園緑地管理財団
平成１７年度　長良川サービスセン
ター管理運営検討業務

関沢　元治
木曽川下流河川事務所
桑名市大字福島４６５

平成17年11月8日 12,075,000

　　本業務の遂行にあたっては、公園施設の様々な利用形態に関する知識と管理運営の実
績の他、公園行政および都市公園法等の関連法規の解釈についても十分な知識を必要とす
る。（財）公園緑地管理財団は「公園緑地の管理運営に関する総合的な調査研究」、「公園緑
地の管理運営に関する技術開発」、「国営公園等の管理運営」等を主たる目的として設立さ
れた法人で、国営木曽三川公園をはじめとする全国13箇所の国営公園の管理運営、公園緑
地の管理運営に関する調査研究の実績、公園に関する委員会運営業務を数多く受託してお
り、豊富な経験と専門的かつ高度な知識を有している。
　さらに、平成1２年度に開園した長良川サービスセンターの管理運営を実施しており、現在
の運営条件、課題等について精通している。
　従って、本業務の遂行に必要となる諸条件を十分満足する者は（財）公園緑地管理財団を
おいて他にない。
　以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、上記業者と
随意契約をするものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号）

見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの（19年度契約で
は、企画競争を実施し、20年度以降、
総合評価による一般競争等に移行）

4636 （財）公園緑地管理財団
平成１７年度国営公園江南地区管
理運営検討業務

中村　敏一
木曽川上流河川事務所
岐阜市忠節町５丁目１番地

平成17年5月16日 32,970,000

　財団法人公園緑地管理財団は、「公園緑地の管理運営に関する総合的な調査研究、技術
開発を行い、その成果に基づく新技術の普及指導を行うとともに国営公園等の維持管理業
務の受託」を目的として設立された公益法人であり、高度かつ専門的な能力を有すると共
に、現場においては国営公園の管理のために認められた組織・人員を常駐させ、本公園の
業務を的確に実施するための体制を整えている。
当公園の維持管理業務を他に委託して行うにあたっては、公園管理者の目的を解し、これを
達成できる相当の組織と高度且つ専門的な能力を有する者に委託する必要があり、これを
競争入札に付することは不適当であることから、財団法人公園緑地管理財団に委託してい
る。江南地区においても、財団法人公園緑地管理財団に委託することを前提としている。
　本業務は、江南地区における実質的・具体的な管理運営方法を検討するものであり、管理
予定団体である財団法人公園緑地管理財団にて検討を行う必要がある。
　以上より、本業務は４の規定に基づき、財団法人公園緑地管理財団と随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの（19年度契約で
は、企画競争を実施し、20年度以降、
総合評価による一般競争等に移行）

4637 （財）公園緑地管理財団
平成１７年度国営木曽三川公園維
持管理業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年4月1日 726,467,700

○ 国営公園の維持管理業務は、本来、公園管理者である国自らが行うべきものであるが、
国の維持管理に係る組織・定員増の抑制を受ける中、国営公園の維持管理を一括して実施
可能な専門的機関として（財）公園緑地管理財団が組織され、国営公園管理に関する技術的
蓄積、公園管理に必要となる行政的な判断力と専門的知識を備え、多岐にわたる密接不可
分な管理内容を総合的な調整の下で実施し得る同財団にその業務を委託している。
○ （財）公園緑地管理財団は、より多くの公園利用者が安全で快適に公園を利用できるよ
う、利用者の動向に即応しつつ、上述した多岐にわたる管理内容を総合的に実施するととも
に、公園管理者である国に代わり、入園料の徴収等を行い、また、利用者サービスや都市公
園法等関係法令に関する専門的な知見に基づいて利用者指導を図るなど、真に公益を目的
とした視点に立った国の公権力の行使に準ずる行政的な判断の下、土日を含めた通年で業
務を遂行している。
○（財）公園緑地管理財団がこれまで受託してきた１４公園の内、閣議決定に基づくロ号公園
４箇所については行幸啓への対応や、文化的資産の保存への対応が必要なことから、また
イ号公園のうち、地震対策特別措置法等の地域指定等があり防災上重要な位置づけのある
３箇所については、危機管理マニュアルを整備して緊急対応を要するなど、広域的な災害対
策の観点から、国の責務として実施すべき事務に直接関わるものである。（会計法第２９条の
３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入
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4638 （財）国土技術研究センター
平成１７年度　東海幹線道路インパ
クト調査業務

長田　真一
東海幹線道路調査事務所
豊橋市駅前大通２丁目３３番地の１（開発
ビル６階）

平成17年8月11日 49,560,000

幹線道路整備による広域的な社会・経済効果を定量的に評価する手法は過去に先例が少な
く、これに相当する予測モデル自体、開発途上であるため、 新のモデルの改良を行うため
には、自動車交通需要予測モデル、費用便益分析、経済効果評価モデルの構築といった専
門的な知識とそれを検証する高度な解析力、豊富な経験が必要であり、学識経験者の意見
等と調整を図る上でワーキング・グループを運営する必要もあるなど、本業務は極めて特殊
な業務である。
財団法人国土技術研究センターは、公平・中立な立場で民・学・官の専門家から構成され、
総合技術開発プロジェクト等多領域にわたる新しい建設技術、計画立案技術及び計画評価
技術の開発及び実用化に関する調査研究を行っており、過去に本州四国連絡橋のモデル解
析をするなど、大規模道路整備計画の社会・経済効果評価モデルに関する 先端の研究機
関である。
また、当センターは平成１０年度より学識経験者によるワーキング・グループを活用したＳＣＧ
Ｅモデルを用いた経済効果分析業務を実施しており、本業務の遂行にあたってはこれらの業
務と一体不可分である。
したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は財団法人国土技術研究セ
ンターの他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約をするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4639 （財）国土技術研究センター
平成１７年度　大規模構造物検討業
務

長田　真一
東海幹線道路調査事務所
豊橋市駅前大通２丁目３３番地の１（開発
ビル６階）

平成17年7月7日 20,160,000

本業務を進めるには、従来の技術や基準等にとらわれることなく、これからの技術進歩を踏
まえた先駆的な視点や高度な専門知識を必要とするほか、過年度からの調査・検討を基にし
た一連の分析・構築作業であることから、過年度業務とは一体不可分の業務である。
推薦業者は、公平・中立な立場で民・学・官の専門家から構成された新たな建設技術に関す
る研究開発機関として設立され、大規模特殊構造物の設計に関する高度な専門知識を有し
ており、地質分野においては、自主研究として本業務範囲内の鳥羽市神島において弾性波
試験などを実施し、本業務の検討にあたり有効な独自の地質データを有している。
また、伊勢湾口道路に関して平成４年度からトンネル検討、平成７年度から地形・地質検討
等幅広く調査・検討を実施しており、本業務を遂行できる唯一の機関である。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約をするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4640 （財）国土技術研究センター
平成１７年度　静岡圏域交通体系検
討調査業務委託

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成18年1月25日 20,790,000

業務実施にあたっては、国土づくり・地域づくりのための総合的な交通体系のあり方、国土政
策や地域振興施策等、整備効果の評価指標、アウトカム指標等について豊富な知見が必要
となる。
財団法人国土技術研究センターは、建設技術の向上を図り、もって国民の福祉の向上に寄
与することを目的として設立された公益法人であり、目的を達成する事業の一つとして、地域
整備、都市整備、大規模プロジェクト等の構想及びマスタープラン等の立案並びにこれらに
必要な調査研究を実施することとしており、これまでに国土計画、地域づくり等に関する調査
を実施しており豊富な知見を有している。また、「新しい国のかたち『二層の広域圏』を支える
総合的な交通体系」の提案に関わる業務を実施していると共に、過年度業務の「平成１６年
度静岡圏域交通体系検討調査業務委託」では、静岡生活圏域内のモビリティのあり方につ
いて基礎データを収集整理していることから、本業務において検討を行う『二層の広域圏』を
考慮した生活圏域のモビリティのあり方について熟知している。
上記により、本業務の履行可能な者は財団法人国土技術研究センターの他にない。
従って、会計法　第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
基づき、随意契約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4641 （財）国土技術研究センター
平成１７年度　自律移動支援体験施
設の導入計画検討業務

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成18年2月24日 2,068,500

　本業務の遂行にあたっては、各種の自律移動支援システムに精通している他、導入するシ
ステムの選定に直接関係する業務内容であることから、中立性、公平性が確保されることが
不可欠である。
　（財）国土技術研究センターは、道路、河川、海岸、都市建設、住宅等の整備、利用、保全
その他の管理に関し、特に高度かつ総合的な建設技術を要する調査研究等を目的としてい
る公益法人であり、名古屋歩行者ナビゲーションシステムや2005年日本国際博覧会（通称
「愛・地球博」)における自律移動支援システムについて、実証実験の計画及び情報提供内容
の作成を含めたシステム構築を行うなど、各種の自律移動支援システムについて専門的か
つ高度な知識と豊富な経験を有するとともに、中立性、公平性が確保された者である。
　したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は（財）国土技術研究セン
ターの他にない。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入
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4642 （財）国土技術研究センター
平成１７年度　道路事業進捗・コスト
管理手法検討業務

長田　真一
東海幹線道路調査事務所
豊橋市駅前大通２丁目３３番地の１（開発
ビル６階）

平成17年10月26日 45,255,000

　本業務の遂行における調査・検討にあたっては、行政担当者と綿密な連携を基に、今後の
道路事業の効率的執行手法を検討するものであり、高度かつ総合的な立案能力並びに検討
能力を有するとともに、多岐にわたる新しい建設技術（事業管理分析等）についても公平・中
立性を持ち、これらを基にした総合的、かつ効果的な判断が行うことが必須要件である。
　（財）国土技術研究センターは、公平・中立な立場で民・学・官の専門家から構成され、総合
技術開発プロジェクト等多領域にわたる新しい建設技術、計画立案技術及び計画評価技術
の開発及び実用化に関する調査研究を行っており、特に高度かつ総合的な建設技術を必要
とする調査研究に、卓越した技術と知識を有している。また、過年度業務（平成１３・１４年度
建設マネジメントの効率化に関する調査検討業務）において公共事業の効率的な執行を図
るためのマネジメント手法に関する技術的な検討を行うなど、多くの調査・研究実績を有して
いる。
　従って本業務の履行に必要とされる諸条件である高度かつ総合的な立案能力並びに検討
能力、及び公平・中立性を充足する者は（財）国土技術研究センターの他にない。
　以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２
９条の３項第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第３号に基づき、随意契約をするもので
ある。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4643 （財）国土技術研究センター
平成１７年度　庄内川枇杷島地区特
定構造物検討業務

浅野　和広
庄内川河川事務所
名古屋市北区福徳町５丁目５２番地

平成17年7月11日 33,075,000

　　業務の実施に当たっては、河川、道路・鉄道、橋梁等の多領域に亘る高度な技術的判断
を要求されることから、学識経験者による委員会等を設置して履行することが必要な業務で
ある。
　また、業務を遂行するうえでの重要な視点として、事業施工期間中における安全度確保の
検討にあたっては、単に河川施設等構造令をはじめとする各種技術基準に準じた検討を行う
ものではなく、検討の過程において各種技術基準の解釈が要求される高度な業務である。
　（財）国土技術研究センターは、河川、道路、都市、住宅建築等土木技術に関する新技術の
開発及び実用化に関する研究、構造物の材料、新工法等の技術開発やその評価を実施す
るために設立された財団であり、河川関係の多数の技術基準を取りまとめ、発刊してきた実
績を有し、これらの基準にかかる技術検討の歴史的経緯、設計事例、被災事例、問題事例
等の全国調査や分析を実施した経験を有している。
以上のことから、（財）国土技術研究センターは、当該業務を遂行するのに必要十分な技術
的蓄積を有しており、当該業務を実施し得る唯一の法人である。従って、会計法第２９条の３
第４項、予決令第１０２条の４第３号の規程により、上記財団法人と随意契約を行うものであ
る。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4644 （財）国土技術研究センター
平成１７年度　歩行者移動支援に関
する調査検討業務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年4月1日 63,525,000

　本業務は、２００５年日本国際博覧会「愛・地球博（愛知万博）」の瀬戸会場において、ＩＣタ
グ付き誘導ブロック、太陽電池内蔵マーカ等の情報発信機器や情報携帯端末を用いて、歩
行者支援情報を提供する実証実験を行い、国内外の利用者の意見を集約し、歩行者支援情
報提供サービスについて検討を行うとともに、実空間における情報発信機器の通信状況につ
いて調査・検討を行うものである。
　（１） 本業務の実施にあたっては、歩行者支援情報提供に関する幅広い知識と高度な技術
が必要であり、バリアフリーを基本として健常者及び身障者も含めた歩行者の自律的移動支
援サービスの検討、歩行者ＩＴＳに関する社会実験、システム設計と開発に関する調査・研究
を行い、専門的かつ高度な技術・知識を有し、豊かな業務経験が必要である。
　（２） 推薦業者は、昨年度業務で愛知万博の瀬戸会場において、歩行者支援情報を提供す
る各種機器の設置、提供コンテンツの作成及び動作確認を行い、平成１７年３月２５日から３
月３１日までの間、実証実験及び管理運営を実施している。
　本業務は、昨年度業務の継続実施及び提供コンテンツの拡充という極めて密接に関係した
特殊な業務である。推薦業者は、本業務の履行にあたり、履行の目的・経緯、関係する情
報、各種機器確保等を詳細に熟知している。
　（３） 推薦業者は、多領域にわたる新しい建設技術、計画立案技術及び計画評価技術の開
発、実用化に関する調査研究並びに普及等を行うことを目的に設立された機関であり、本業
務に必要とされる業務遂行能力を有しており、本業務の履行可能なものは、財団法人 国土
技術研究センターの他にはない。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4645 （財）国土技術研究センター
平成１７年度木曽三川下流部地震
防災検討業務

関沢　元治
木曽川下流河川事務所
桑名市大字福島４６５

平成17年4月20日 49,140,000

　　本業務の検討にあたっては、河川管理施設の耐震化の検討と合わせ、地震発生後の迅
速な災害復旧等を円滑に実施する為の防災ネットワークの検討など、高度な情報収集力と
技術力、更に総合的な技術判断力が求められる。
　（財）国土技術研究センターは、わが国における建設技術発展の支柱となり、国と社会が要
請する新しい建設技術に関する研究開発を総合的、かつ、効果的に行うと共に、新しい建設
技術の活用と普及を行うことにより、建設技術水準の向上を図り、もって国民福祉の向上にし
することを目的として設置された財団法人である。
　本財団は、建設省河川砂防技術基準（案）及び河川管理施設等構造令の改訂作業の他、
阪神大震災を受けての堤防耐震補強にあたっての耐震点検と耐震補強のマニュアルや河川
堤防の地震時変形量の解析手法、並びに地震に対する河川堤防の構造検討の手引き等、
地震と河川堤防に関わる数多くの構造物の指針や解析手法の確立に携わっている。
　また、本業務は平成１５年度から３カ年計画により実施しており、今年度は昨年度までの調
査結果を踏まえて業務を行うものである。
　従って、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足するものは（財）国土技術研究センター
の他にない。
　上記の理由により、（財）国土技術研究センターと随意契約するものである。（会計法第２９
条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入
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4646 （財）国土技術研究センター
平成１７年度　中部地方の大規模災
害危機管理検討業務委託

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成18年1月11日 18,585,000

　本業務の検討にあたっては、多岐の災害に関する総合的な防災技術力及び諸外国におい
て近年発生した大規模災害の規模や被害状況・原因等に関する情報収集力に加え、防災行
政分野に関する政策提案能力が必要である。
　（財）国土技術研究センターは、国と社会が要請する新しい建設技術に関する研究開発を
総合的に行うと共に、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図
り、もって国民福祉の向上に資することを目的として設置された財団法人であり、本業務に必
要とされる知識及び経験を有している。
　また、当財団は、「我が国の津波対策に関する検討業務」等の防災行政に関する業務実績
が豊富であり、ハリケーン・カトリーナ等海外における大規模災害に関する情報収集実績も
豊富である。
　従って、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足するものは（財）国土技術研究センター
の他にない。
   以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4647 （財）国土技術研究センター
平成１７年度　道路情報の収集及び
活用方法に関する検討業務委託

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成18年1月24日 29,610,000

本業務の円滑な実施にあたっては、道路行政の進め方全体について豊富な知見を有してい
ることに加え、「道の相談室」を含めて、道路ユーザーの求めるニーズやこれを満足度向上に
結びつける具体的な手法について十分な知見を有していることが必要である。
　財団法人国土技術研究センターは、「道の相談室」の導入期（平成10 年度から平成１２年
度）に、「道の相談室の展開に関する検討業務（国士交通省発注)」を、昨年度は「道の相談
室強化方策検討業務（名古屋国道発注）」を行っており、また、「平成１６年度 道路政策に関
する広報活動のあり方検討業務（国土交通省発注）」や「平成１６年度 諸外国における道路
政策に関する動向調査（国士交通省発注）」などを通じて、国内及び諸外国における道路
ユーザーのニーズの把握方法なども十分に理解し、道路行政に関する広範で 新の知見を
蓄積している。
　さらに、学識経験の豊富な専任の研究員を擁し、国・公・私立大学、研究所等の有識者や
行政機関との連携を図るとともに、これまでの当センター受注業務においても「道路行政にお
けるＣＳ（顧客満足度）活用研究会＝委員長 東京工業大学 屋井教授」や「広報効果測定研
究会＝委員長 東京大学大学院 濱野教授」等の事務局を務めるなど、有識者との広範な人
的ネットワークを有している。
　従って、本業務を行う上で必要かつ高度な知識、技術､経験､人脈を有するものは､財団法
人国士技術研究センターをおいて他はない。
　上記理由により、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により随意契約す
るものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4648 （財）国土技術研究センター
平成１７年度　名古屋都市圏を主と
する中部管内道路整備検証業務

長田　真一
東海幹線道路調査事務所
豊橋市駅前大通２丁目３３番地の１（開発
ビル６階）

平成17年10月26日 63,420,000

本業務は、過年度行った開通前データの分析を踏まえ、継続的な分析を行うものである。ま
た、料金体系の異なる複数の道路・区間が関連する社会実験を検証するため、都市高速道
路の料金特性等を踏まえた高度な分析業務経験を必要とする。
さらに、交通基礎データの検証、将来の中部地整管内における道路事業計画のマネジメント
及び整備効果を検証する際に用いる基礎資料の作成にあたっても、これらの知識を活用した
高度かつ総合的な検討能力が求められる。また、道路事業計画として中部地整管内の各地
域の道路整備に影響を与えるものであることから、公平・中立な立場であることが必要であ
る。
（財）国土技術研究センターは、公平・中立な立場で民・学・官の専門家から構成された新た
な建設技術に関する研究開発機関として設立され、計画立案技術及び計画評価技術の開発
及び実用化に関する調査研究を実施しており、過年度においては、有料道路の料金施策に
関する検討を首都圏をはじめとして各地で実施し、弾力的な料金施策の効果や影響の把
握、料金割引による有料道路の交通動向の分析等の実施、さらに昨年度実施された中部管
内における社会実験検討では中心的な役割を果たすなど、多くの調査・研究実績を有してお
り、今回実施されるような社会実験を含む首都圏規模の調査及び交通分析において唯一調
査実績を有している。
また、同センターでは、道路整備の効果を多面的に把握し、有料道路料金施策や交通需要
マネジメント等による既存ストックを有効活用する調査・検討など、道路政策の立案及び実施
方策に関し、基礎資料収集から評価までの一体的な調査研究を実施している。
よって本業務の履行に必要とされている高度な分析業務経験、高度かつ総合的な検討能力
及び公平・中立性を充足する者は（財）国土技術研究センターの他にない。
以上の理由により契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため会計法第２９条
の３項第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第３号に基づき、随意契約をするものであ
る。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの
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4649 （財）国土技術研究センター
平成１７年度　飯田国道管内業績計
画検討業務委託

若尾　豊信
飯田国道事務所
飯田市東栄町３３５０番地

平成17年6月28日 33,075,000

　本業務遂行に当たっては、 新の道路施策に関する広範かつ専門的な知識と豊富な経験
を有するとともに、長野県内における道路事業、地域特性、および長野県内全般の道路整備
計画（直轄・補助・単独）の内容についても熟知して幅広く検討する必要がある。
　また、昨年度実施した長野県業績計画書の検討内容及び策定経緯について詳細に熟知し
ており、各方面からの意見や知識の集約などにおいて、行政としての視点を持ってその情報
をとりまとめる能力が、必要不可欠である。
　（財）国土技術研究センターは、寄付行為に規定されている「地域整備・都市整備、大規模
プロジェクト等の構想及びマスタープラン等の立案並びにこれらに必要な調査研究」の業務
に精通した公益法人であり、道路局の五箇年計画の企画立案等を始め、道路・交通計画に
関する高度かつ総合的な調査研究を行ってきている。また、同センターは、昨年度飯田国道
管内において本業務の基礎となる長野県業績計画の企画・立案のほか、飯田国道事務所の
中長期計画関連業務等多数の受託実績を有するなど業務に精通しており、高度で専門的、
かつ豊富な知識、経験、能力を有していることから、他に競争できる者はなく、本業務を的確
に遂行できる唯一の契約対象である。
　よって、（財）国土技術研究センターと随意契約を行うものである。
　根 拠 条 項：会計法第２９条の３第４項
　　　　　　　　　予算決算及び会計令第102 条の４第３号

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4650 （財）国土技術研究センター
平成１７年度　アカウンタビリティ実
施手法検討業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年10月28日 5,250,000

　本業務の遂行にあたっては、公共事業のアカウンタビリティ向上施策について国内外の状
況に精通しているとともに、学識経験者・業界等の意見及び透明性・品質確保等の社会要請
を踏まえた方向性を中立的立場により検討し、取りまとめる高度な技術力・知識及び体制が
必要不可欠である。
　（財）国土技術研究センターは、国と社会が要請する新しい建設技術に関する研究開発を
総合的、かつ効果的に行うこと等により建設技術の向上を図る事を目的として設立された法
人であり、公共事業に関する国や地方公共団体等から高度な調査研究等を受託して実施し
ている。特に、本業務に関連する調査研究成果としては、「平成１４年度公共事業のアカウン
タビリティ向上に関する調査検討業務」（大臣官房技術調査課）、「平成１５年度コミュニケー
ション手法に関する調査検討業務」（大臣官房技術調査課）、「平成１６年度アカウンタビリ
ティ向上のための広報戦略業務」
において、コミュニケーション技術の向上について検討を行っている実績があり、かつ、これ
らの業務の成果を踏まえた上で、当該業務の遂行に必要な専門的な情報・知識を基に、公
共事業に対する広報戦略・手段の構築を行うなど総合的に検討を行うことのできる能力を有
しているものは他にない。
　以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２
９条の３第４項及び、予算決算及び会計法令第１０２条の４第３号により随意契約しようとする
ものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

4651 （財）国土技術研究センター
平成１７年度　中部広域地方圏形成
の総合交通体系検討調査業務

長田　真一
東海幹線道路調査事務所
豊橋市駅前大通２丁目３３番地の１（開発
ビル６階）

平成17年12月26日 14,700,000

本業務の遂行にあたっては、国土形成計画法を熟知したうえで、我が国及び諸外国における
広域圏の考え方や、交通流動などによる圏域形成などについての幅広い知識と経験を有し
ており、公平・中立的な立場から、効率的かつ効果的な判断が行うことが必要である。
（財）国土技術研究センターは、公平・中立な立場で民・学・官の専門家から構成され、国と社
会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合的かつ効果的に行う組織であり、国
土形成計画法で示されている二層の広域圏の調査・研究を唯一実施しており、圏域形成や
交通体系についての調査研究において豊富な情報と技術の蓄積がある。また、過年度業務
（平成１４～１６年度にかけての国土計画局発注業務)において、学識経験者等からなる委員
会を運営して新しい地域構造の再構築のための総合的な交通体系に関する調査や、同交通
体系のあり方に関する基礎調査を行うなど、多くの調査・研究実績を有している。
従って本業務の履行に必要とされる「広域圏」についての幅広い知識と調査・研究及び公平・
中立性を充足する者は（財）国土技術研究センターの他にない。
以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３項第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第３号に基づき随意契約をするものであ
る。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4652 （財）国土技術研究センター
平成１７年度　名古屋都市圏有料道
路料金実験業務委託

工藤　隆
愛知国道事務所
名古屋市千種区池下町２－６２

平成17年4月7日 78,750,000

（財）国土技術研究センターは、わが国における建設技術発展の支柱となり、国と社会が要
請する新しい建設技術に関する調査研究を総合的、かつ効果的に行うとともに、新しい建設
技術の活用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与
することを目的に設立された公益法人で、道路、河川、海岸、都市施設、住宅等の整備、利
用、保全その他の管理に関し、特に高度かつ総合的な建設技術を要する調査研究に卓越し
た技術と知識を有している。
本業務の遂行には、広範な地域に影響を与える施策において、高度かつ総合的な対策の立
案能力並びに検討能力を有するとともに、かつ、都市高速道路の料金特性等を踏まえた社
会実験の業務実績が必須要件である。
この要件を満たす団体は、当該社会実験フィールドと類似する平成１５年１１月から実施され
た「首都高速道路夜間割引社会実験」や昨年度より実施している「名古屋高速・東名阪（名古
屋－高針）社会実験」を手掛けて、実験手法を熟知している（財）国土技術研究センターの他
にない。
以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３項第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第３号に基づき、随意契約をしようとするも
のである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入
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4653
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

平成１７年度　富士山活火山調査業
務

冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年9月5日 74,025,000

本業務は、富士山ハザードマップの検討結果及び火山噴火による土砂災害の基礎資料等を
もとに、平常時から整備すべき対策と噴火直前・噴火中の緊急対策について、保全対象への
影響を考慮しながら適切な対策試案を検討し、この結果をもとに富士山における火山砂防基
本計画の基本構想について整理をおこなうものである。
本業務の遂行にあたっては、火山噴火前の対策、噴火時の緊急体制、火山砂防基本計画策
定手法など火山防災対策全般にわたる高度な技術と豊富な経験を有するとともに、災害の
範囲や規模を的確に予測するための手法を熟知していることが必要である。
当該機関は、我が国における高度な火山砂防技術、行政面の豊富な知識と優れた実績に加
え、火山泥流、溶岩流、火砕流等の火山現象に対して信頼性の高い予測手法である数値シ
ミュレーションプログラム（New-SASS)を独自に開発しており、パラメータや境界条件の設定
等、当該プログラムを用いて数値シミュレーションを行い、その結果を火山砂防計画の立案
に反映する技術を有する機関である。また、当該機関は、火山地域の土砂災害に関する
データベースを保有しており、このデータベースの活用が本業務の遂行に必要不可欠であ
る。さらに、当該機関は、内閣府の平成13年度「富士山のハザードマップの作成に係る調査
業務」に携わり、火山防災の基礎となる火山ハザードマップや火山防災マップの作成につい
ても関与している等総合的な技術力、豊富な知見及び中立性・公平性を有している機関であ
る。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4654
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

平成１７年度　安倍川土砂管理モニ
タリング調査業務

西川　友幸
静岡河川事務所
静岡市葵区田町３丁目１０８番地

平成17年7月15日 11,655,000

　 本業務の遂行にあたっては、山地河川の土砂動態に関する高度な観測技術と山地河川に
おける全流砂の量の時間変化を計測する観測手法が必要不可欠である。
　 当該機関は、山地河川の土砂動態の観測・分析を行う専門組織を有し、山地河川の流砂
量に関するデータベースを保有するとともに、山地河川の土砂動態に関する新規性に富む観
測技術を用いた調査実績を有する。また、従来の手法では、山地河川において掃流砂量の
時間変化を精度よく測定することが困難であったが、当該機関は、山地河川の浮遊砂・掃流
砂を含む全ての流砂の量の時間変化を測定可能な「全流砂量捕捉装置」（特許取得申請中）
を独自に開発し、安倍川に設置している。安倍川において、全流砂量の時間変化を測定でき
る唯一の装置であるとともに、全流砂量捕捉装置は、近年開発されたものであるため、当該
機関を除いて観測を実施できる機関はない。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

その他のもの －

4655
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

平成１７年度　青崩峠道路地すべり
検討業務委託

若尾　豊信
飯田国道事務所
飯田市東栄町３３５０番地

平成17年9月9日 18,375,000

本業務は、三遠南信自動車青崩峠道路において、地すべり対策事業及び道路事業の計画
を踏まえ、青崩峠道路計画について、此田地すべり機構に基づく安定性解析検討を実施し、
その結果から今後の方針について検討するものである。
本業務にあたっては、中央構造線沿いに位置する複雑な破砕帯地すべり機構に関する総合
的な解析の専門的能力が必要であり、その極めて複雑な地すべり地帯を通過する三遠南信
自動車道路計画に対する地すべりの安定性の検討を行う必要がある。
当該機関は、全国全ての直轄地すべり対策事業の基本計画立案、地すべり機構解析や対
策工効果判定に関わる業務に携わっており、地すべりに関する豊富なデータベースを有し、
複雑な破砕帯地すべり機構に関する総合的な解析に必要な地すべりに関するデータベース
を活用することができる高度な知識、経験を有しており、道路計画に対する行政的な中立性・
公平性を有している。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4656
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

平成１７年度　富士山大沢川源頭部
施設計画検討業務

冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年12月22日 25,725,000

本業務は、日本の象徴である富士山の山容を大きく変貌させている大沢崩れ源頭部崩壊の
対策実施基本方針を検証するもので、対策の基本構造である底面水抜き効果を持たせた
「コンクリートブロックスクリーン工」について、これを源頭部に設置した場合における効果を
模型実験により確認し結果の解析と評価を行うことにより、源頭部対策全体計画の有効性、
実効性について検証するものである。
大沢崩れは、日本 高所に存在する日本 大級かつ特殊な崩壊地であり、崩壊の性状など
一般的な崩壊と規模・性質ともに全く異なるものであり、特別な技術、知識、経験に基づく検
討が必要不可欠である。
当該機関は、日本における過去に発生した大規模崩壊の土砂移動実態や崩壊メカニズムに
関するデータベースならびに土石流に関するデータベースを有し、業務遂行上このデータ
ベースの活用が必要不可欠である。また、全国における同種業務の豊富な経験と実績を有
し、特殊な大崩壊地の対策基本方針をデータに基づき的確に検討できる技術的能力を有す
る。さらに「富士山大沢川源頭域技術対策検討会」（H15,H16,H17）のとりまとめを行い、大沢
崩れのメカニズムならびに「富士山大沢川源頭域技術対策検討会」における技術的課題とそ
の対応方針について熟知している。さらに、当該機関は、行政的に中立性・公平性を有して
いる。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4657
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

平成１７年度　由比地すべり防止工
事安全対策検討業務

冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成18年1月11日 49,770,000

本業務は、由比地すべりにおいて、由比地区及びその周辺の特性を踏まえて、地すべり防
止工事を安全且つ円滑に進めるために、各種の問題点・留意点を抽出し、工事実施方針及
び工事実施の手引きの立案を行うものである。
本業務では、日本の大動脈である国道1号、東名高速道路、JR東海道本線といった重要交
通網を保全対象とした大規模地すべりに加え、東海地震想定震源地範囲に位置している。ま
た、旧東海道の旧街道が地内を横過し、当該地域の東側海岸からは寝観音といった景勝地
でもあり、当該地域直下の海域では桜エビの水揚げが日本一でもあるため、地すべりに関わ
る調査等の専門的な技術と高度な知識、並びに地すべり対策計画に関する豊富な経験と地
震対策を含む自然環境のみならず社会環境も含めた地すべり対策の計画・設計・施工に関
する総合的な検討が必要である。
当該機関は、全国全ての直轄地すべり対策事業の地すべり基本計画の策定や地すべりの
機構解析に関わる業務に携わっており、業務上必要なデータベースを有している。また、中
部地方、近畿地方、四国地方について大規模な地震による土砂災害の解析検討を実施する
とともに阪神淡路大震災や新潟県中越地震において大規模地震と多発的かつ大規模な土
砂災害について解析を行うなど地震と土砂災害に関する豊富なデータベースも有しており、
本業務ではそのデータベースを活用する必要があり、高度な知識、経験を有している。またさ
らに行政的な中立性・公平性を有している。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4658
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

平成１７年度　地すべり対策効果検
討業務委託

三上　幸三
天竜川上流河川事務所
駒ヶ根市上穂南７番１０号

平成17年6月22日 25,095,000

本業務は、此田及び入谷地すべり地区において、今後予想される降雨に対して長期的な安
定を確保出来るかどうかの評価を行うため、新たに地下水モデル解析を実施することによ
り、地すべり対策効果の検討を行うものである。
本業務にあたっては、中央構造線沿いに位置する複雑な破砕帯地すべり機構に関する総合
的な解析の専門的能力が必要であり、地すべり対策事業の進捗状況から「地すべり対策の
概成判断」を見すえた新たな行政施策のとりまとめに対する専門的能力を有する必要がある
とともに、中立性・公平性など行政的判断といった高度な検討を必要とする。
当該機関は、全国全ての直轄地すべり対策事業の基本計画立案、地すべり機構解析や対
策工効果判定に関わる業務に携わっており、地すべりに関する豊富なデータベースを有し、
複雑な破砕帯地すべり機構に関する総合的な解析に必要な地すべりに関するデータベース
を活用することができる高度な知識、経験を有している。また、直轄地すべり対策事業の概
成判断に関する基準となる「直轄地すべり防止工事の完了の考え方」の原案を作成した高い
技術と知識を有している。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4659
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

平成１７年度　由比地すべり地震対
策検討業務

冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年10月4日 85,470,000

本業務は、由比地すべり対策の対象箇所は東海地震震源地の想定範囲内に位置し、通常
の地すべりに対策に加え、東海地震を対象とした地すべり地震対策についても検討、解析を
行うものである。
日本の大動脈である国道1号、東名高速道路、JR東海道本線といった重要な交通施設を保
全する大規模な地すべりにおいて、東海地震を考慮した地すべり対策の検討に関する技術
と知識を有し、地すべり調査等の専門的な技術と高度な知識、並びに地すべり対策計画に関
する豊富な経験が必要である。
当該機関は、全国全ての直轄地すべり対策事業の地すべり基本計画の策定や地すべりの
機構解析に関わる業務に携わっており、業務上必要なデータベースを有している。また、中
部地方、近畿地方、四国地方について大規模な地震による土砂災害の解析検討を実施する
とともに阪神淡路大震災や新潟県中越地震において大規模地震と多発的かつ大規模な土
砂災害について解析を行うなど地震と土砂災害に関する豊富なデータベースも有しており、
本業務ではそのデータベースを活用する必要があり、高度な知識、経験を有している。またさ
らに行政的な中立性・公平性を有している。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4660
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

平成１７年度　富士山大沢川源頭域
調査工事実施計画検討業務

冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年6月1日 3,570,000

本業務は、大沢崩れ源頭域対策工事を実施する上で必要となる全体計画を作成する際の基
礎資料として、調査工事の項目・内容・実施箇所及び具体的な施設計画・構造について検討
する業務である
大沢崩れは、日本 高所に存在する日本 大級かつ特殊な崩壊地であり、崩壊の性状など
一般的な崩壊と規模・性質ともに全く異なるものであり、特別な技術、知識、経験に基づく検
討が必要不可欠である。
当該機関は、日本における過去に発生した大規模崩壊の土砂移動実態や崩壊メカニズムに
関するデータベースならびに土石流に関するデータベースを有し、業務遂行上このデータ
ベースの活用が必要不可欠である。また、全国における同種業務の豊富な経験と実績を有
し、特殊な大崩壊地の対策基本方針をデータに基づき的確に検討できる技術的能力を有す
る。さらに「富士山大沢川源頭域技術対策検討会」（H15,H16,H17）のとりまとめを行い、大沢
崩れのメカニズムならびに「富士山大沢川源頭域技術対策検討会」における技術的課題とそ
の対応方針について熟知している。さらに、当該機関は、行政的に中立性・公平性を有する
機関である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
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4661
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

平成１７年度　富士山土石流警戒避
難基準検討業務

冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年10月4日 16,485,000

本業務は、富士山大沢川及び南西野渓における土石流の発生状況、並びに火山砂防特有
の現象及び知見を踏まえ、融雪水量に加え季節変動を考慮して、過去に設定した土石流警
戒避難基準について見直しをおこなうものである。
本業務で検討目的としている富士山（大沢川）の土石流発生機構は、降雨量以外にも融雪
水、凍土層の変化、大沢川における堆積土砂量の多寡が発生に関係すると言われている。
このため、本業務を履行するに際し、これらの因子の影響を評価するため、通常の土石流発
生機構に加え、火山砂防で扱う泥流及び土石流に関する広い知識と豊富な経験が必要であ
る。また、警戒避難基準の設定にあたっては行政的判断としての公平性、中立的な立場に
立った検討が必要である。
当該機関は、業務上必要となる土砂災害に関するデータベースを保有しており、さらに、当該
機関は、国内の全ての活動的な火山における総合的な火山砂防計画の立案に関する業務
に携わっており、火山砂防における砂防施設の効果を評価可能な高度で豊富なデータを有
しているとともに、融雪を考慮した土石流発生基準の検討を先駆的に手がけ、泥流及び土石
流の土砂移動調査等の専門的な技術と高度な知識を有し、避難に関する行政的判断として
の公平性・中立性を有している。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4662
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

平成１７年度　由比地すべり対策検
討業務

冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年5月25日 80,115,000

本業務は、由比地すべり対策事業を実施する上で必要となる地すべり防止工事基本計画を
策定するため、地すべりの調査・解析・対策検討を行うものである。
日本の大動脈である国道1号、東名高速道路、JR東海道本線といった重要な交通施設を保
全する大規模な地すべりの機構解析、及び対策検討を行うため、地震を考慮した地すべり対
策の検討に関する技術と知識を有し、地すべり調査等の専門的な技術と高度な知識、並び
に地すべり対策計画に関する豊富な経験が必要である。
当該機関は、全国全ての直轄地すべり対策事業の地すべり基本計画の策定や地すべりの
機構解析に関わる業務に携わっており、業務上必要なデータベースを有している。また、中
部地方、近畿地方、四国地方について大規模な地震による土砂災害の解析検討を実施する
とともに阪神淡路大震災や新潟県中越地震において大規模地震と多発的かつ大規模な土
砂災害について解析を行うなど地震と土砂災害に関する豊富なデータベースを有しており、
高度な知識、経験を有している。またさらに行政的な中立性・公平性を有している。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4663
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

平成１７年度　越美砂防管内歴史的
砂防施設調査検討業務委託

神野　忠広
越美山系砂防事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺１３７番地

平成17年7月19日 15,015,000

当該業務は、揖斐川流域における登録有形文化財等歴史的砂防施設について、砂防計画
上求められる砂防設備の機能維持・保全と、管理瑕疵とならないよう公物として具備すべき
安全性の確保について手引きを策定するものである。当該業務を遂行するにあたっては、揖
斐川流域における歴史的砂防施設に係る専門的知識とともに、①空石積み等の歴史的砂防
施設に関する代替性のないデータベース、②歴史的砂防施設に係る調査、保全、修復技術
等に関する高度の専門性、並びに③中立性・公平性等が必要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4664
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

平成１７年度　多治見砂防管内災害
対策検討業務委託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成18年1月24日 29,505,000

当該業務は、大規模土砂災害時に事務所（当該業務発注者）が具体的に執るべき行動をと
りまとめた手引き書を作成するものである。当該業務を実施するに当たっては、当該機関が
著作権を有する「大規模な天然ダムの形成・決壊を対象とした異常土砂災害対応マニュアル
（案）」（登録番号：第30980号の1）を当該事務所管内の状況に応じて修正するとともに、当該
機関の有する関連論文を砂防学会紙等に投稿し当該機関技術者が書籍「天然ダムと災害」
を執筆するなど、土砂災害に対する危機管理に関する代替性のない知識及び中立性・公平
性が必要である。当該機関は上記能力を有する唯一の機関であり、随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの －

4665
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

平成１７年度　小渋川歴史的砂防施
設調査検討業務委託

三上　幸三
天竜川上流河川事務所
駒ヶ根市上穂南７番１０号

平成17年5月19日 20,055,000

当該業務は、小渋川流域における登録有形文化財等歴史的砂防施設について、砂防計画
上必要とされる砂防設備の機能維持・保全と、管理瑕疵とならないよう公物として具備すべき
安全性の確保について手引きを策定するものである。当該業務を遂行するにあたっては、小
渋川流域における歴史的砂防施設に係る専門的知識とともに、①空石積み等の歴史的砂防
施設に関する代替性のないデータベース、②歴史的砂防施設に係る調査、保全、修復技術
等に関する高度の専門性、並びに③中立性・公平性等が必要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4666
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

平成１７年度　天竜川流域土砂災害
危険区域調査業務委託

三上　幸三
天竜川上流河川事務所
駒ヶ根市上穂南７番１０号

平成17年9月20日 126,420,000

当該業務は天竜川上流河川事務所管内において、土砂災害警戒区域等の保全対象情報を
もとに、ハード・ソフトのバランスを考慮した事業優先箇所の選定や事業展開手法の検討を行
うものである。当該業務を遂行するにあたっては、①当該機関が開発し所有する「土砂災害
危険区域設定システム」（特許出願中）を活用し、土砂災害の危険性のある地区を正確かつ
公平に抽出する高度な知識、②当該危険区域で効果的に実施可能な地域活性化施策を考
慮した土砂災害防止のためのソフト対策に関する専門的知識、並びに③中立性・公平性等
が必要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入
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4667
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

平成１７年度　富士砂防管内土石流
危険渓流調査業務

冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成18年1月30日 10,290,000

当該業務は、富士砂防事務所管内において、土砂災害警戒区域等の保全対象情報をもと
に、ハード・ソフトのバランスを考慮した事業優先箇所の選定や事業展開手法の検討を行うも
のである。当該業務を遂行するにあたっては、①当該機関が開発し所有する「土砂災害危険
区域設定システム」（特許出願中）を活用し、土砂災害の危険性のある地区を正確かつ公平
に抽出する高度な知識、②当該危険区域で効果的に実施可能な地域活性化施策を考慮し
た土砂災害防止のためのソフト対策に関する専門的知識、並びに③中立性・公平性等が必
要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4668
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

平成１７年度　土砂災害被害想定区
域調査業務委託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年11月11日 22,155,000

当該業務は、多治見砂防国道事務所管内において、土砂災害警戒区域等の保全対象情報
をもとに、ハード・ソフトのバランスを考慮した事業優先箇所の選定や事業展開手法の検討を
行うものである。当該業務を遂行するにあたっては、①当該機関が開発し所有する「土砂災
害危険区域設定システム」（特許出願中）を活用し、土砂災害の危険性のある地区を正確か
つ公平に抽出する高度な知識、②当該危険区域で効果的に実施可能な地域活性化施策を
考慮した土砂災害防止のためのソフト対策に関する専門的知識、並びに③中立性・公平性
等が必要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4669
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

平成１７年度　富士山砂防施設管理
検討業務

冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成18年1月26日 14,805,000

当該業務は、特別名勝・特別史跡である富士山の世界文化遺産登録に際し、砂防計画上求
められる砂防設備の機能維持・保全と、管理瑕疵とならないよう公物として具備すべき安全
性の確保について手引きを策定するものである。当該業務を遂行するにあたっては、富士山
の土砂災害及び火山砂防事業としての取り組みの歴史に係る専門的知識のみならず、①空
石積み等の歴史的砂防施設に関する代替性のないデータベース、②砂防計画上求められる
砂防設備の機能維持・保全と、管理瑕疵とならないよう公物として具備すべき安全性の確
保、③文化財に係わる高度な知識、並びに④中立性・公平性等が必要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4670
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

平成１７年度　多治見管内歴史的砂
防施設保存検討業務委託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年7月11日 46,410,000

当該業務は、多治見砂防管内における登録有形文化財等歴史的砂防施設について、砂防
計画上必要とされる砂防設備の機能維持・保全と、管理瑕疵とならないよう公物として具備す
べき安全性の確保について手引きを策定するものである。当該業務を遂行するにあたって
は、多治見砂防管内における歴史的砂防施設に係る専門的知識とともに、①空石積み等の
歴史的砂防施設に関する代替性のないデータベース、②歴史的砂防施設に係る調査、保
全、修復技術等に関する高度の専門性、並びに③中立性・公平性等が必要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4671
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

平成１７年度　多治見管内砂防施設
維持管理検討業務委託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成18年1月6日 13,650,000

当該業務は、多治見砂防管内の砂防計画上必要となる砂防設備の機能維持・保全と、管理
瑕疵とならないよう公物として具備すべき安全性の確保のため、巡視点検、安全利用点検に
関する要領・マニュアルなどの検討・策定を行う。当該業務を遂行するにあたっては、多治見
砂防管内における砂防事業に係る専門的な知識とともに、①国家賠償法及び民法に規定さ
れる公の営造物・工作物の定義に関する学説・理論の整理や、その設置・管理瑕疵等に関
する砂防の公物管理に必要な専門知識、②国が関与した砂防に関する全ての過去の判例
やその関連資料に関する代替性のないデータベース、並びに③中立性・公平性等が必要で
ある。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4672
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

平成１７年度　土岐川流域グリーン
ベルト整備計画検討業務委託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年6月7日 32,361,000

当該業務は、土岐川流域都市山麓グリーンベルトの整備計画及びそのアクションプランを策
定するものである。当該業務を遂行するにあたっては、①全国の都市山麓グリーンベルトに
関するデータベースや、その基本方針等の作成に関する専門的な知識、並びに②中立性・
公平性等が必要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4673
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

平成１７年度　越美山系砂防危機管
理検討業務委託

神野　忠広
越美山系砂防事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺１３７番地

平成18年1月13日 14,805,000

当該業務は、大規模土砂災害時に事務所（当該業務発注者）が具体的に執るべき行動をと
りまとめた手引き書を作成するものである。当該業務を実施するに当たっては、当該機関が
著作権を有する「大規模な天然ダムの形成・決壊を対象とした異常土砂災害対応マニュアル
（案）」（登録番号：第30980号の1）を当該事務所管内の状況に応じて修正するとともに、当該
機関の有する関連論文を砂防学会紙等に投稿し当該機関技術者が書籍「天然ダムと災害」
を執筆するなど、土砂災害に対する危機管理に関する代替性のない知識及び中立性・公平
性が必要である。当該機関は上記能力を有する唯一の機関であり、随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの －



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4674 （財）自動車検査登録協力会
平成１７年度　道路交通センサスＯ
Ｄ調査関連自動車抽出業務

長田　真一
東海幹線道路調査事務所
豊橋市駅前大通２丁目３３番地の１（開発
ビル６階）

平成17年8月12日 3,696,000

業務を円滑に遂行するにあたっては以下の条件が必要となる。
　　・自動車登録ファイルを管理・保有している機関であること。
　　・本調査で取り扱う情報（自動車登録番号、登録年次、自動車の種別、使用の本拠、使用
の本拠の位置、使用者の氏名または名称、使用者の住所等）は個人情報・企業秘密に属す
る情報であり、情報セキュリティの確保が出来る機関であること。
　（財）自動車検査登録協力会は、国が実施する自動車検査登録行政に協力することによ
り、車社会の健全な発展に寄与し、公共の福祉増進を目的にして、１９６７年（昭和４２年）６
月、（社）日本自動車工業会、（社）日本自動車販売協会連合会、（社）日本自動
車整備振興会連合会、（社）全国自動車標板協議会、（社）全国軽自動車協会連合会、日本
自動車輸入組合、（社）全国自家用自動車協会を構成団体として設立された公益法人であ
り、本業務の遂行において必要不可欠な「自動車登録ファイル」を保有し、且つ高度な情報セ
キュリティ能力を備えている。
したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は（財）自動車検査登録協力
会の他にない。
　以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２
９条の３項第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第３号に基づき、随意契約をするもので
ある。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4675 （財）水資源協会
平成１７年度　新丸山ダム広報映像
制作業務

平光　文男
新丸山ダム工事事務所
岐阜県加茂郡八百津町八百津３３５１

平成18年2月1日 9,975,000

　地震、高潮、洪水の自然災害に対して脆弱なゼロメートル地帯を抱える木曽川下流部は、
治水対策上重要な地域であり、流域住民に対して防災意識の高揚と治水事業（ダム事業）の
理解してもらうことは大きな意義がある。また、近年、世界各地や我が国で頻発する地球温
暖化と異常気象による水害・渇水被害の映像を活用し、将来の水問題について考える機会
でもある。
　このような背景のもと、木曽川水系における過去の大洪水の映像を通して、治水・利水につ
いて理解を深めてもらいながら、当ダムが濃尾平野を洪水・渇水から守る上でいかに重要か
を平易に展開する企画構成について検討検討するものである。
　そのため、本業務を行うには、世界の水問題や我が国の治水・利水行政に関わる豊富な知
識や経験を必要とし、特に、木曽川水系の治水・利水に精通していることが求められる。ま
た、これらの広報映像を企画制作した豊富な実績を有することが重要である。
　財団法人水資源協会は、水資源の有限性、水の貴重さ及び水資源開発の重要性について
広く広報・啓発活動を推進するとともに、水資源の開発、保全又は利用に関する調査、研究
等を行い、合わせて地域社会との連携の強化等の要請に応えるための活動を実施すること
を目的に設立された。そして、木曽川水系をはじめ全国で水資源について国民の関心を高
め、理解と協力を得るための広報活動を展開し、その一貫として広報映像の制作を唯一行っ
ている法人である。
　よって、木曽川水系の治水・利水行政に精通しかつ広報映像制作を熟知し、本業務の目的
を理解し、的確に広報映像として表現できる能力を有するのは当財団をおいて他にない。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により財団法人水資源協会と随意
契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4676 （財）先端建設技術センター
平成１７年度　ＩＳＯマネジメントシス
テム適用検討業務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年12月5日 43,785,000

　本業務は、品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑに関する国際規格であるISO14001及びｺｽﾄ、ｽｹｼﾞｭｰﾙ，ﾘｽｸ
等の多くの要素を統合し、総合的にﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄしていくプロジェクトﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ(PM)(以下
「ISOﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ」という)を、我が国の公共事業に適用することに対して検討を実施する業
務である。
　今年度の業務の内容は次のとおりである。
　・ISO9001
　　活用工事の実施状況の把握や効果の検証等を受けて、その運用方法の実態を把握し、
導入効果と課題の抽出をおこなう。
　・ISO14001
　　モデル事業における導入効果と課題の検討をおこなう。
　・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（ＰＭ）
　　ＰＭ手法の導入効果と課題のとりまとめをおこなう。
　本業務の履行にあたっては、公共工事に関するISOﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの規格内容、海外にお
ける適用状況に関し専門的な知識、豊富な業務実績を有することが必要なのは勿論である
が、発注者（国土交通省）がISOﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑを公共工事に導入する為に検討すべき導入
方法や適用範囲等の基本的な施策を策定するための業務であることから、発注者側の仕組
みや公共事業の執行について精通し、受発注者双方に対して中立的な立場が必要とされ
る。
　（財）先端建設技術ｾﾝﾀｰは、建設事業に係る先端技術建設に関する調査、研究、開発及び
普及を図ることを目的とした公益法人であり、ISOﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ試行工事等ついて、平成１６
年度においては導入の支援、導入効果及び課題の把握・検討をおこなっており、ISOﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄｼｽﾃﾑに関し専門的な知識、高度な技術及び豊富な業務実施を有している。
　したがって、本業務を適切に遂行することができ、ISOﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑに関し専門的な知識、
高度な技術及び豊富な業務実施を有し、発注者側の仕組や公共事業の執行について精通
し、受発注者双方に対して中立的な立場を湯している者は、（財）先端建設技術ｾﾝﾀｰの他に
ない。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認めるため、会計法２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。
。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
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4677 （財）先端建設技術センター
平成１７年度　技術活用事業調査業
務委託

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年6月10日 58,800,000

　本業務の遂行にあたっては、先端的な建設技術に精通している他、公共事業における新技
術の活用に結びつく公共性の高い業務であることから、円滑かつ的確な公共事業の執行に
関する地方整備局等の技術ニーズを的確に把握していることが必要である。また、新技術に
係わる多くの者に接して各技術に関する情報収集等を実施することから、中立性、公平性が
確保されることが不可欠である。
（財）先端建設技術センターは、建設事業に係る先端的技術の調査研究、開発及び普及を目
的としている公益法人であり、それらに関する専門的かつ高度な知識と豊富な経験を持ち、
中立性、公平性が確保された者である。
　したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は（財）先端建設技術セン
ターの他にない。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4678 （財）先端建設技術センター
平成１７年度　愛知共同溝総合評価
支援業務委託

工藤　隆
愛知国道事務所
名古屋市千種区池下町２－６２

平成18年1月17日 5,460,000

 　本業務の実施にあたっては、先端的な技術に対する幅広い見地から評価項目・評価方法
を設定するとともに、特定業者に偏らない中立・公平の立場であることが必要とされる。
　財団法人　先端建設技術センターは、建設事業における先端建設技術の研究・開発・普及
を目的として設立された機関であり、先端技術の審査・評価に関する幅広い知識と経験及び
業務遂行能力を有している。
 以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第三号の規定に基づき、随意契約をしよ
うとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4679 （財）先端建設技術センター
平成１７年度　熊野尾鷲道路トンネ
ル施工検討業務委託

松本　良一
紀勢国道事務所
松阪市郷津町２０６番地の１

平成17年9月27日 13,807,500

　本業務の実施にあたっては、建設産業の現状を的確に把握すると同時に、山岳トンネルの
施工技術、施工方法に精通し、特にコスト縮減に関する新技術・新工法等の広範囲な情報収
集能力、トンネル技術に関する高度な専門知識と豊富な経験が必要不可欠で、公正・中立な
業務執行が求められる。
　（財） 先端建設技術センターは「建設技術に係る施工の自動化、、合理化、効率化」「先端
建設技術に係る情報の収集及び提供」等を目的に設立された団体で、これまでコスト縮減等
に関する多くの検討業務の蓄積を含め、本業務を遂行する上で必要となるトンネル施工に関
する高度な技術的知識と豊富な経験、広範囲な情報収集能力など総合的な技術力と同時に
公正・中立性を有しており前年度にも同業務を実施している。
　したがって、本業務の履行可能なものは(財)先端建設技術センターしかない。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認めるため、会計法第２ ９ 条
の３ 第４ 項及び予決令第１ ０２ 条の４第３ 号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4680 （財）先端建設技術センター
平成１７年度　名四国道管内道路建
設工事総合評価支援業務委託

瀬本　浩史
名四国道事務所
名古屋市瑞穂区神穂町５番３号

平成17年11月11日 8,505,000

  本業務の実施にあたっては、特定業者に偏らない中立・公平の立場で建設事業における先
端的な技術に対する幅広い見地から評価項目・評価方法を設定する必要がある。
 財団法人先端建設技術センターは、建設事業における先端建設技術の研究・開発・普及を
目的として設立された機関であり、先端技術の審査・評価に関する幅広い知識と業務遂行能
力を有するとともに、学識経験者、行政委員等による各種検討委員会も数多く手がけており、
本業務の履行可能な者は財団法人先端建設技術センターの他にはない。
 従って、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第三号の規定に
基づき、随意契約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4681 （財）先端建設技術センター
平成１７年度　静岡国道管内技術評
価検討業務委託

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年5月27日 23,415,000

　本業務の実施に当たっては、客観的な審査・評価及び指標等を定める必要があり、道路建
設全般にわたる先端技術に関して卓越した知識と経験を必要とする。　財団法人　先端建設
技術センターは、建設分野における先端建設技術の研究・開発を担っている法人であり、又
学識経験者、行政委員等による各種検討委員会を数多く手がけ、 新の評価に関する知識
を有しており、本業務の履行可能な者は財団法人先端建設技術センターの他にはない。
　従って、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令１０２条の４第三号の規定に基
づき、随意契約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4682 （財）先端建設技術センター
平成１７年度　東海環状水質対策技
術検討業務委託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年4月1日 91,140,000

本業務で取り扱う水質異常は希有な事例であることから、地質・水質に関する高度かつ専門
的な知識が必要であると共に、対策については、 先端の技術を必要とする。
また、業務の内容上、直接・間接的にも利害関係に関わりのない中立な者であることが要求
される。
（財）先端建設技術は、建設分野における先端建設技術の研究開発及び普及を目的として
設立された財団であり、かつ環境保全技術の分野でも調査、研究・開発を行っている。
本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は、（財）先端建設技術センターの他にな
い。
根拠条項　　会計法第２９条の３第４項
　　　　　　　　予決令第１０２条の４第３号

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4683 （財）先端建設技術センター
平成１７年度犀川統合排水機場推
進工法計画検討業務

中村　敏一
木曽川上流河川事務所
岐阜市忠節町５丁目１番地

平成17年5月12日 11,340,000

　本業務の対象となる工事は堤防横過のサイフォンを事例の少ない推進工法により施工する
こと、サイフォンと隣接して排水樋門の施工を行うこと等から高度な技術を要する。このため
有識者及び現場に精通した技術者による施工検討会を組織し、専門的・広範囲な情報、豊富
な知識や経験に基づく指導・助言を受けながら施工検討を進めるものとする。したがってこの
業務を遂行する者には高度の知識と経験に加え広範囲な技術情報の収集ができることが不
可欠である。
　財団法人先端建設技術センターは、「建設技術に係る先端建設技術の研究、開発及び普
及（建設事業に係る施工計画、施工方法等に関するもの）」および「先端建設技術に係る情
報の収集および提供」を行っており、河川構造物の施工検討についても多くの業務実績を有
する。又、推進工法による樋門設計・施工マニュアル（案）の作成業務も行っており、本業務
で要求される高度な技術的事項に対し十分に精通しているといえる。更に、TC制度（公募に
より選出した複数の専門的な知識経験を有する技術者が委員として参画している制度）を保
有する唯一の財団であり、これらから本業務の目的にあった必要な知識と経験を蓄積してい
る当法人以外に本業務を行うことが出来ない。
　本業務は、上記の理由により平成１６年度から２箇年に渡り実施するものであり、本年度は
成果を取りまとめる年度に当たり業務の継続性から引き続き実施するものである。
　よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算および会計令102条の4第3号の規定により、
財団法人先端建設技術センターと随意契約を行うものである

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4684 （財）先端建設技術センター
平成１７年度　伊豆縦貫塚原北道路
建設工事技術評価支援業務委託

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年11月7日 16,432,500

 本業務を実施するにあたっては、評価項目の抽出並びに客観的な審査・技術的な評価等を
行う必要があり、道路建設全般にわたる 先端技術に関して卓越した知識と経験を必要とす
る。
 財団法人 先端建設技術センターは、建設分野における先端建設技術の研究・開発を目的
として設立された機関であり、学識経験者、行政委員等による各種検討委員会を数多く手が
け、 新技術の審査・評価に関する知識と業務遂行能力を有しており、本業務の履行可能な
者は財団法人先端建設技術センターの他にはない。
 従って、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第三号の規定に
基づき、随意契約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4685 （財）先端建設技術センター
平成１７年度　岐阜国道管内道路建
設工事総合評価支援業務委託

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成18年1月16日 16,695,000

  本業務の実施にあたっては、特定業者に偏らない中立・公平の立場で建設事業における先
端的な技術に対する幅広い見地から評価項目・評価方法を設定する必要がある。
 財団法人 先端建設技術センターは、建設事業における先端建設技術の研究・開発・普及を
目的として設立された機関であり、先端技術の審査・評価に関する幅広い知識と業務遂行能
力を有するとともに、学識経験者、行政委員等による各種検討委員会も数多く手がけており、
本業務の履行可能な者は財団法人 先端建設技術センターの他にはない。
 従って、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
基づき、随意契約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4686 （財）先端建設技術センター
平成１７年度　転石根入れ深さ探査
装置の改良検討業務

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年11月16日 8,820,000

本業務の実施にあたっては、探査装置の原理、機能性能、操作取扱い等に熟知・精通し、幅
広い知識・経験と技術力を有していることが不可欠である。

　上記法人は、建設事業に係る先端建設技術の調査研究及び開発・普及を目的としている
公益法人であり、過年度に「転石根入れ深さ探査装置」の基本設計、装置開発を手掛けてき
ており、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足するものは（財）先端建設技術センターを
おいて他にない。

　以上の理由から契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令１０２条４第３号により、随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4687 （財）先端建設技術センター
平成１７年度施工技術評価検討業
務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年12月9日 9,870,000

　本業務の履行にあたっては、先端建設技術に関する、専門知識と 新の技術情報を有して
いることが不可欠で　あるほか、本ｼｽﾃﾑ開発にあたっての過去の業務を熟知し、再編・強化
された評価試行方式との連携を図るために、評価試行方式にも精通・熟知していること、また
公平かつ中立な立場で遂行することが必要である。
　上記法人は、建設事業に係る先端的な技術に関する調査研究、開発及び普及を目的とし
て設立され、先端建設技術に係る情報の収集及び提供、あるいは建設事業に係る施工計
画、施工方法に関する調査研究など、本業務を遂行するために必要な新技術の施工に関す
る専門知識と 新の情報を有している。また、上記法人は、「本ｼｽﾃﾑ」を構築しており、当該
業務を遂行するために必要な豊富な知識と経験、並びに高度な技術力を有し、公平かつ中
立な立場で遂行できる唯一の機関である。
　以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２
９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条４第３号により、随意契約しようとするものであ
る。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4688 （財）駐車場整備推進機構
平成１７年度　大曽根駐車場ＤＳＲＣ
実証実験検討業務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年6月22日 70,875,000

駐車場におけるＥＴＣの活用という新規施策の社会実験の実施にあたっては、駐車場整備に
関する高度な知識、経験が必要であるとともに、駐車料金のクレジットカード決済を行うので、
利用者の個人情報の保護の必要性がある。また、財団の所有する駐車場管制機器等を改
修する必要があるため
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの －



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）
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緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4689 （財）駐車場整備推進機構
平成１７年度　公用車保管場所提供
業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年4月14日 1,866,666

本件代替駐車場の確保にあたっては、下記の条件を満たすものとする。①中部地方整備局
の保有する公用車１０台分のスペースを一括して確保できること②通常時はもとより、災害等
不測の事態に対処するため、中部地方整備局近隣（少なくとも中部地方整備局から３０分以
内で移動が可能）に所在していること③同様の理由から、車両の入・出庫が自由に行えるよ
う、自走式平面駐車場であること④屋根・シャッター等を備え、車両盗難・毀損などに対する
防犯上有効な条件が整っていること⑤スタッドレスタイヤ等の備品を保管する倉庫を備え、か
つ、タイヤ交換など軽微な車両整備が実施かのうであること⑥公用車の洗車可能な施設が
整っており、かつ、自由に利用できること　これら条件を満たす駐車場を詮索したところ、（財）
駐車場整備推進機構が整備・管理する大曽根国道駐車場（ＯＺパーク）が唯一存するのみで
あり、同機構と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

4690 （財）都市緑化技術開発機構
平成１７年度「緑の景観資源」の保
全・創出に関する検討業務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年12月9日 6,174,000

　　本業務の遂行に当たっては、都市の緑の機能と保全・創出策についての広範な知識、技
術、経験を有し、尚かつ都市の熱対策上有効な手法であるバイオラング・屋上緑化等に関す
る豊富な知識及び経験を有することが必要である。
（財）都市緑化技術開発機構は、「都市における緑化のための植栽植物の育成、管理並びに
良好な緑化空間の創出に関する調査研究及び技術開発、技術の普及を行い、もって緑豊か
な都市づくりに寄与すること」を目的として設立された財団法人で、公園・緑化技術分野全般
にわたって、屋上緑化等専門的な知識を有する技術者を多く有しており、かつ都市における
良好な緑化空間の創出等に関する調査研究を通じて、緑化技術全般についての高度な技術
力と経験を蓄積している。また、平成１７年５月に景観緑三法についての講演会『景観・みど
りづくりの新たな展開（景観緑三法）への期待』をＮＰＯ法人　屋上緑化開発研究会と共催し
開催する等、景観緑三法についての知見も有しており、本業務を行うため必要な体制が十分
に整っている。特に、都市における緑景観の中で今後、重要な位置を占めると考えられる壁
面緑化について、２００５年日本国際博覧会「愛・地球博」の「バイオラング」出展等を通じて、
バイオラングの効果等についての豊富な知見を蓄積しており、バイオラングに関してこのよう
な知見を有している団体は他にない。
　従って、本業務を適切に行うことができる者は同機構の他にない。
　よって、本業務については、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため会計
法第２９条の３第４号予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき（財）都市緑化技術
開発機構と随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの（19年度契約で
は、企画競争を実施し、20年度以降、
総合評価による一般競争等に移行）

4691 （財）土木研究センター
平成１７年度　橋梁塗膜診断調査業
務委託

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年8月4日 1,890,000

本業務におけるデータ収集及び説明会を行うためには、本システムに関する専門的な技術
力、知識力が不可欠である。
（財）土木研究センターは、土木に関する調査、試験及び研究の促進に努める等国土建設事
業の発展向上に寄与することを目的に設立された公益法人で、橋梁塗装技術及び材料に関
して専門的で高度な知識を有している。
また、本システムは独立行政法人 土木研究所（旧建設省土木研究所）と共同開発してきたも
のであり、（財）土木研究センターは本システムについて、専門的な技術力、知識力を有して
いる。
したがって本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は（財）土木研究センターの他
にはない。
以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項、予決令第１０２条の４の第３号により随意契約をしようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4692 （財）土木研究センター
平成１７年度　土のう補強土の設計
手法に関する調査検討業務

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成18年2月14日 7,560,000

　本業務の遂行にあたっては、各種補強土の補強メカニズムや設計法に精通している他、設
計段階における補強土工法の選定に直接関係する業務内容であることから、中立性、公平
性が確保されることが不可欠である。
　（財）土木研究センターは、土木に関する調査、試験及び研究の促進、その成果の普及を
目的としている公益法人であり、「ジオテキスタイルを用いた補強土の設計・施工マニュア
ル」、「補強土（テールアルメ）壁工法設計・施工マニュアル」等の補強土工法に関する技術基
準の策定およびこれらの改訂に関する検討委員会を運営するなど、各種の補強土工法に関
する専門的かつ高度な
知識と豊富な経験を有するとともに、中立性、公平性が確保されたものである
　したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は（財）土木研究センターの
他にない。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約をしようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4693 （財）土木研究センター
平成１７年度　新型離岸堤設計条件
整理検討業務

西川　友幸
静岡河川事務所
静岡市葵区田町３丁目１０８番地

平成18年2月7日 2,415,000

本業務は新型離岸堤の築造に関して各企業が保有する技術を評価し、それらの中から工法
の選定、設計条件の検討を行うものであり、予定価格の積算につながる各企業が特許を有
する情報などを各企業横断的に収集する必要がある。仮に民間企業に損害が生じる情報や
予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結す
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、
国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行さ
せる必要がある。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所
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契約を締結した日
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4694 （財）土木研究センター
平成１７年度　多孔質弾性舗装性能
調査業務委託

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年7月25日 5,985,000

本業務における多孔質弾性舗装の継続的に評価をするためには、土木系技術に関する豊富
な経験と実績、またＨ１４年度に試験舗装をされてからの現地状況、過去の経緯等に精通、
熟知していることが不可欠である。
財団法人 土木研究センターは、多孔質弾性舗装の評価に関する技術の蓄積を有するととも
に現地状況、過去の経緯等に精通熟知している。
従って、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は財団法人 土木研究センターの
他にはない。
以上の理由から、契約の性質及び目的が競争を許さないと認められ、会計法第２９条の３第
４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4695 （財）道路環境研究所
平成１７年度　飯田国道管内環境検
討業務委託

若尾　豊信
飯田国道事務所
飯田市東栄町３３５０番地

平成17年6月3日 25,935,000

本業務の遂行にあたっては、道路事業に関する自然環境保全対策技術手法に精通するとと
もに野生動物保全対策事例について豊富な専門的知識を備えていることが不可欠である。
また自然環境について多様な情報収集と高度な分析能力が必要であり、極めて特殊な業務
である。
上記研究所は、地球環境及び自然環境と調和し、生活環境と両立する道路環境の確保並び
にそれに関連する交通に関する調査・研究を実施しており、文献、資料、報告書等の紹介及
び刊行を行っている。また研究会、講演会等の開催を総合的に行っており良好な道路環境を
確保するため、調査研究に基づいて広く専門的な知識を蓄積しているとともに、学識経験者
等を交えた委員会等の運営について数多くの実績を有している。また上記研究所は平成７年
度より飯喬道路景観環境懇談会等を継続して運営しており、当地域における環境（猛禽類を
含む動植物）及び保全対策技術について熟知している。
以上の理由から上記研究所は本業務を的確に遂行できる唯一の契約対象であり、他に競合
するものはない。
根拠条項： 会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4696 （財）道路環境研究所
平成１７年度　２３号大気環境改善
検討業務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年5月17日 38,535,000

  本業務の実施にあたっては、名古屋南部訴訟の経緯に関する知見や、大気環境の改善に
向けた取り組みに関する専門的な技術的知識と卓越した経験が必要である。加えて、本業務
の目的である名古屋南部地域環境会議は、地域住民を含め、利害の対立する多様な関係
者が参加するものであり、会議の運営、資料作成、施策検討においては、公平性・中立性が
必須である。
この点、（財）道路環境研究所は、地球環境及び自然環境と調和し、生活環境と両立する良
好な道路環境を確保するための諸方策を総合的、科学的に調査研究すること等により、道路
及び道路交通の健全な発展に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与する
ことを目的として設置された法人であり、本業務に必要とされる道路交通に起因する公害の
防止に関する専門的な知識及び豊富な経験を有する。その一環として「平成１４年度名古屋
南部地区ＳＰＭ検討業務委託」及び「平成１５年度２３号大気環境改善検討業務委託」、「平
成１６年度２３号大気環境改善検討業務委託」も受注し、良好な成果を
納めるなど、当該地域の大気の現状及び現地で有効な大気環境改善の方策に精通してい
る。また、前述のとおり、（財）道路環境研究所は、道路環境に関する調査研究を通して、道
路及び道路交通の健全な発展に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与す
ることを目的とした公益法人であり、公平・中立かつ専門的な立場での会議運営、資料作成、
施策検討を行うためには当該財団が担当することが必須である。
したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足するものは（財）道路環境研究所の
他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4697 （財）道路環境研究所
平成１７年度　道路環境資料作成業
務委託

工藤　隆
愛知国道事務所
名古屋市千種区池下町２－６２

平成17年4月25日 68,355,000

(財)道路環境研究所は、寄付行為の一つに「地球環境及び自然環境と調和し、生活環境と両
立する道路環境の確保並びにそれに関連する交通に関する調査・研究を行う」ことを揚げ、
設立された機関であるとともに、名古屋周辺における各種環境課題に係る専門的知識及び
技術的資料の作成の実績を３年に渡り有しており、豊富な経験を兼ね備えている。
　したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する機関は、(財)道路環境研究所
の他にない。
 以上の理由から、契約の性質または、目的が競争を許さないと認められるため、会計法第
29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号による随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4698 （財）道路環境研究所
平成１７年度　環境データベース検
討業務委託

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年7月22日 65,415,000

本業務の実施にあたっては、道路における環境影響評価に関する豊富な経験と実績、更に
大気質、騒音、猛禽類等の生態系等の環境全般に亘る高度または専門的な知識が必要不
可欠である。
上記の「財団法人 道路環境研究所」は、良好な沿道環境整備に係る総合的、科学的な調
査・研究を行うことを目的に設立された公益法人であり、道路環境影響評価の技術、環境特
性分析の技術についての 新の知識、情報及び進行中の研究動向を十分に把握している。
また、国土技術政策総合研究所等が行う数多くの委員会の事務局を担っており、講演会講
師の選定において必要な学識経験者の情報にも精通している。
したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足するものは財団法人道路環境研究
所の他にない。
以上の理由から、契約の性質、または目的が競争を許さないと認められるため会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入
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4699 （財）道路管理センター
平成１７年度　道路・占用物件管理
情報処理業務

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年4月1日 9,565,500

　当該法人は、道路・占用物件に関する各種情報をＧＩＳ技術を利用して総合的に管理・提供
する「道路管理システム」を開発し、その著作権を有しているため。
　また、各地整等は、当該法人と道路管理システムの利用に関する協定を締結しており、そ
の協定に基づき契約するものである。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争をゆるさないと認められるため、会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

その他のもの 随意契約によらざるをえないもの

4700 （財）道路空間高度化機構
平成１７年度　１５３号豊田市足助
地区道路空間検討業務委託

瀬本　浩史
名四国道事務所
名古屋市瑞穂区神穂町５番３号

平成17年10月25日 10,290,000

本業務の特徴としては、①市民生活に極めて近い箇所で、道路空間の構成を検討する必要
であること、②地域にとってより良い土地利用・道路空間の形成を図る為、地元の住民や事
業者のニーズを的確に把握し、計画に反映させる手法を委員会やワークショップ、ＰＩ等を取り
入れた検討を行い、愛知県・豊田市等の関係機関との合意形成を図り、関係者相互の協力
体制のもとで実施することが必要であること、が挙げられる。
（財）道路空間高度化機構は、道路空間のバリアフリー化、その他の道路空間の有効かつ高
度な利用を図るための事業（以下、道路空間高度化事業）を推進するため、道路空間高度化
事業に関する調査研究、技術の開発等道路空間高度化事業の推進に資する事業の実施を
目的として設立された財団法人であり、道路空間の有効活用や高度利用に関する資料収集
などを行うとともに、道路空間高度化事業に関する各種委員会や社会実験の豊富な運営実
績を有し、学術的・行政的な意見等を集約する高度な技術
にも精通している。
本業務を実施するには、①道路空間利用計画の向上に関する十分な情報、知識、ノウハウ
を保有していること、②道路空間の有効的な利用方法について、国内の先進的な取り組み事
例、方策等に精通し、俯瞰的視線と高度な専門的判断力を有していること、また③地元の住
民や関係機関等との合意形成を図るための各種委員会の企画・運営等における豊富な経験
が必要不可欠であること、が必要である。
これらの条件を満たす者は、多くの道路空間整備等の業務に携わり、道路空間を活用した都
市の再生に関する自主研究を行うなど、高度な専門的な知識と技術を有し、また、各種検討
業務の中での関係機関・地域住民等の意見集約・整理に豊富な経験を有している、（財）道
路空間高度化機構以外には存在しない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認めるため、会計法第２９条の３
第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものであ
る。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4701 （財）道路空間高度化機構
平成１７年度　伊豆縦貫自動車道道
路空間高度化検討業務委託

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年9月20日 27,384,000

本業務の遂行にあたっては、道路空間の有効かつ高度な活用について「景観」「沿道環境整
備」「まちづくり」との関連などを総合的に調査、検討出来る人材・能力が必要となる。
財団法人道路空間高度化機構は、道路の立体的な整備、道路と沿道の一体的整備、美しい
道路景観の創出、地域の連携・交流に資するＳＡ・ＰＡの整備など、道路空間の有効かつ高
度な活用を図るための調査・研究・事業の推進を目的として設立された機関であり、道路空
間の高度利用や景観検討、沿道との一体整備などの業務を多数受注し、本業務に必要な履
行能力と経験、知識を有する人材を十分に有している。
したがって、本業務においてこれらの諸条件を満足するのは財団法人道路空間高度化機構
の他に競合する企業、機関はない。
よって、本業務を会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第三号の
規定に基づき、財団法人道路空間高度化機構と随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4702 （財）道路空間高度化機構
平成１７年度　天竜峡ＩＣ周辺土地利
用検討業務

若尾　豊信
飯田国道事務所
飯田市東栄町３３５０番地

平成18年2月2日 10,290,000

　　本業務の実施に際しては、地域交流や地域活性化の支援といった道路空間の新たな活
用を視野に入れた土地利用方策に精通しているほか、道路空間と一体となって機能する
　沿道の建物・公共施設空間整備に関する専門的かつ幅広い知識と豊富な経験が不可欠で
ある。
　財団法人道路空間高度化機構は、道路が交通安全や地域支援等の社会貢献に寄与する
ために、道路空間の有効かつ高度利用を図るための調査・研究・事業の推進を目的として設
立された機関であり、立体道路の整備推進事業をはじめＩＣ周辺やＳＡ・ＰＡの高度利用検討
を実施するとともに道路と沿道建物等の一体的整備をめざした道路空間の有効利用計画検
討における研究活動について数多くの実績を有している。
　また上記業者は高速道路を活用した周辺開発に関する事例収集や高速道路と連携した地
域拠点形成のあり方の検討などまちづくりに貢献する道路整備のあり方に関する調査研究も
実施しており道路空間活用に関する幅広い知見と高い専門的識見を組織的に保有してい
る。
　以上の理由から財団法人道路空間高度化機構は本業務を的確に遂行できる唯一の契約
対象であり、他に競合するものはない。
根拠条項：会計法第29 条の3 第4 項
　　　　　予算決算及び会計令第102 条の4 第3 号

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入
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4703 （財）道路空間高度化機構
平成１７年度　１９号伏見通り道路
空間有効活用検討業務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年8月17日 95,707,500

　　本業務の特徴として、以下のような点が挙げられる。
　①本社会実験は、市民生活に極めて近い箇所で道路空間の構成を大きく改変するもので、
安全かつ円滑に運営・実施することが必要である。
　②本社会実験は、自動車・自転車の両者を一度に「ハード・ソフト一体となった駐車対策」を
行うものであり、全国的に見ても非常に希なケースである。
　③本社会実験を行うにあたり、地元の住民や企業、名古屋市・愛知県警等の関係機関との
合意形成を図り、協力体制のもとで実施することが必要であるため、委員会やワークショップ
等の豊富な実績が必要とされる。
　以上のことから、本業務遂行には、①社会実験に関する十分な経験、実績とこれに基づい
た高度な技術力やノウハウを保有していること、②地元の住民や企業、名古屋市・県警等の
関係機関との合意形成を図るための各種委員会の企画・運営等における豊富な経験が必要
不可欠であること、③自転車利用環境の向上に関する十分な情報、知識、ノウハウを保有し
ていること④本業務を実施するためには、道路空間の有効的な利用方法について、国内外
の先進的な取り組み事例、方策等に精通し、俯瞰的視線と高度な専門的判断力を有してい
ること、などが必要とされる。
　（財）道路空間高度化機構は、道路空間のバリアフリー化、その他の道路空間の有効かつ
高度な利用を図るための事業（以下、道路空間高度化事業）を推進するため、道路空間高度
化事業に関する調査研究、技術の開発等道路空間高度化事業の推進に資する事業の実施
を目的として設立された機関であり、道路空間の有効活用や高度利用、自転車利用空間整
備に関する海外視察調査や資料収集などを行うとともに、道路空間高度化事業に関する各
種委員会や社会実験の豊富な運営実績により、学術的、行政的な意見等を集約する高度な
技術にも精通しているなど、本業務を遂行する上で不可欠となる高度な専門知識、見識を組
織的に保有しており、実験結果の解析に高度な判断を要し、かつ前例の少ない社会実験を
実施出来る唯一の公益法人である。
　以上より、道路空間の有効利用に関して、民間コンサルタントにはない高度な技術と豊富な
経験を有しており、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足しているのは、唯一（財）道路
空間高度化機構のみである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4704 （財）道路空間高度化機構
平成１７年度　静国管内休憩施設に
関する評価検討業務委託

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成18年2月15日 26,775,000

　　本業務の実施にあたっては、道路と休憩施設の一体的整備や休憩施設制度、関係法令
等に対する十分な経験、専門知識を有していることが不可欠である。また、検討にあたって
は、道路と休憩施設の一体的な空間における、公共性、公益性に関する知見が必要となって
くる。
　（財）道路空間高度化機構は、道路が交通安全や地域支援等の社会貢献に寄与するため
に、道路とその沿道空間の一体的整備など、道路空間の有効かつ高度な利用を図るための
調査・研究・事業の推進を目的として設立された公益法人である。
　休憩施設に関しては、休憩施設のあり方に関する調査・研究の実績を有し、その成果を基
に休憩施設制度や全国の休憩施設に関する施策立案・検討に携わっている。また、全国の
「道の駅」の計画・運営・管理の基本指針となる「道の駅整備・運営ガイドライン」の策定や平
成15年度及び平成16年度に「静国管内休憩施設設置検討業務委託」を受託している。
　以上のことから、本業務を適切に遂行できる者は、(財)道路空間高度化機構の他にはない
と判断し、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第三号の規定に
基づき、随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4705 （財）道路空間高度化機構
平成１７年度　岐阜国道管内道路空
間利用検討業務委託

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成17年10月14日 10,930,500

　　本業務の遂行にあたっては、関係法令の熟知、関係機関の基礎資料の蓄積及び道路整
備と一体になった「道路空間等を活用した交通結節点等の整備」に関わる高度で専門的な知
識と豊富な経験を有していることが必要である｡
　財団法人道路空間高度化機構は、寄附行為第３条 （目的）で「道路空間の有効かつ高度
な利用を図るための事業を推進し､活力のある地域社会の創世等に貢献する」を目的とする
法人である。
　これまでにも中部地方整備局管内において、同種の業務を受託し、自動車交通空間整備
の検討や目指すべき将来像に向けた道路整備方策の検討等の道路空間利用手法に関する
高度な知識と豊富な経験を有している。
　以上の事から本業務を遂行できるのは財団法人道路空間高度化機構の他にはない。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定により随意契約を
行うものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入
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4706 （財）道路空間高度化機構
平成１７年度　２１号御嵩地区道路
空間検討業務委託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年9月8日 20,811,000

　　本業務における道路空間の検討等を行うためには、沿線地域のまちづくり計画を適確に
把握するとともに、住民のニーズを理解するための地域住民を交えた勉強会を運営するな
ど、住民に受け入れられるまちづくり計画の一環となる道路空間の整備内容について、総合
的に検討するための高度かつ専門的な技術力・知識力が必要不可欠である。
　（財）道路空間高度化機構は、道路空間の有効かつ高度な利用を図るための事業を推進
するための調査研究等を実施することにより、活力ある地域社会の創生等に貢献し、もって
国民の生活の向上に寄与することを目的に設立された財団法人で、国内において沿道と一
体となった道路空間に関する検討業務のパイオニアとして、立体道路に関する法制化への検
討や歩行者専用立体道路制度の検討、官民の連携による歩行者空間の整備に関する検討
等の自主研究を行っているとともに、地域住民と一緒になって道路空間の検討を実施する等
の数多くの実績を有することから、まちづくり計画と一体となった道路空間の総合的な検討が
行える唯一の機関である。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4707 （財）道路新産業開発機構
平成１７年度　総合交通情報提供シ
ステム検討業務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年6月27日 29,487,150

　　本業務の実施にあたっては、各種の交通情報提供に関する高度な技術・知識を有してい
るだけでなく、当ｉモビリティーセンターのシステム構成やこれまでの機能拡張や設置の経緯、
今後の整備のあり方における課題ついて熟知していることが必要である。
　また、i モビリセンターの関係者からなる連絡協議会を開催するにあたり、連絡調整能力が
必要とされるものである。
　（１） 推薦業者は、交通情報提供に関して 新で高度な技術・知識を有している。また、過
年度業務において、ｉモビリティセンターの総合交通情報提供システムの構築や拡張を実施
し、ｉモビリティセンターのネットワーク環境・構成等を熟知し、経験が豊富である。
　（２） 推薦業者は、ｉモビリティセンターに係わるシステム構築時から情報提供のための連絡
協議会の運営・調整を行っており、関係機関との連絡調整能力に優れ行政的、施策的に高
度な判断を伴う業務の実績がある。
　（３） 推薦業者は、道路に関する新しい産業分野についての調査研究を行うとともにその開
発プログラムを策定すること等により、道路機能の健全な発展と道路整備の充実に貢献し、
もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的として設立された機関であ
る。
　（４） 推薦業者は、本業務に必要とされる業務遂行能力を有しており、本業務の履行可能な
ものは、（財）道路新産業開発機構の他にはない。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争等に移行するための準備に
時間を要するもの

公募手続きを導入

4708 （財）道路新産業開発機構
平成１７年度　豊田地域ＩＴＳ導入検
討業務委託

瀬本　浩史
名四国道事務所
名古屋市瑞穂区神穂町５番３号

平成17年11月14日 33,862,500

　　（財）道路新産業開発機構は、道路に関連する新しい産業分野についての調査研究を行
うとともにその開発プログラムを策定すること等により、道路機能の健全な発展と道路整備の
拡充に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的として設立さ
れた財団法人である。
　特に、ITSに関する施策についての業務を実施し、ITSに関する調査・研究・開発にも取り組
んでいる、ITS推進の根幹をなす財団法人である。また、豊田地域のITSの検討や導入につ
いても当初から参画しており、その内容等に精通している。
　本業務を実施するには、ITS全体に精通し、既導入メニューの評価や今後の展開を公正中
立な立場で検討することが必要であり、ITSに関する技術や施策に豊富な知識や経験を有し
ていること、又、豊田地域のITSの現状に精通していること、が不可欠である。
　これらの条件を満たす者は、（財）道路新産業開発機構のみである。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認めるため、会計法第２９条の
３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものであ
る。

見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要する
（一般競争入札に移行4,988,000円、
企画競争に移行28,874,500円）

4709 （財）道路新産業開発機構
平成１７年度　遠州豊田ＰＡ運用検
討業務委託

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成17年5月20日 16,338,000

本業務の遂行にあたっては、ＩＴＳ技術について高度な知識と豊富な経験、ＥＴＣ機器に関する
技術的内容、スマートＩＣの考え方や運用方法などの幅広い知識社会実験の運営及び評価
に精通していることが必要である。
（財）道路新産業開発機構は、道路に関する新しい産業分野について調査研究を行うととも
にその開発プログラムを策定すること等により、道路機能の健全な発展と道路整備の拡充に
貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的として設立され、平
成１１年４月には「ＥＴＣ運用検討会」を開催し、ＥＴＣの導入支援を実施して以来、今日まで継
続してＥＴＣ関連の調査研究を実施している。
したがって、本業務の履行可能な公益法人は（財）道路新産業開発機構の他にない。
以上の理由から、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約
をしようとするものである。

見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要する
（一般競争入札に移行6,237,000円、
企画競争に移行10,101,000円）
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4710 （財）道路新産業開発機構
平成１７年度　ＶＩＣＳシステム更新
検討業務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年10月17日 43,039,500

本業務の実施にあたっては、全国のVICSとの互換性・整合性を確保するとともに、正確かつ
円滑な移行作業の実施が必要である。道路新産業開発機構は、VICSに関する基本仕様書・
データフォーマット等のインターフェース仕様に関しての著作権を有し、研究開発から全国の
システム設計及び運用開始当初の作業全般に関わるとともに、VICSならびに既往関連シス
テムの構成についても熟知している等、本業務を遂行するに必要な技術的知識と経験を有し
た唯一の法人である。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められる。（会計法第２９条の
３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号） その他のもの －

4711 （財）道路新産業開発機構
平成１７年度　遠州豊田ＰＡ拡大運
用検討業務委託

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成18年1月24日 29,893,500

本業務の遂行にあたっては、ITS技術について高度な知識と豊富な経験、ETC機器に関する
技術的内容，スマートＩＣの考え方や運用方法などの幅広い知識、社会実験の運営及び評価
に精通していることが必要である。
（財）道路新産業開発機構は、道路に関する新しい産業分野について調査研究を行うととも
にその開発プログラムを策定すること等により、道路機能の健全な発展と道躇整備の拡充に
貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的として設立され、平
成11年4月には「ETC運用検討会」を開催し、ETCの導入支援を実施して以来、今日まで継続
してETC関連の調査研究を実施している。
以上から、本業務の履行可能な者は財団法人 道路新産業開発機構の他にない。
従って、会計法第29号の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定に基づ
き、随意契約をするものである。

見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要する
（一般競争入札に移行11,550,000円、
企画競争に移行18,343,500円）

4712 （財）道路新産業開発機構
平成１７年度　富士川ＳＡ利用促進
検討業務委託

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年5月17日 8,074,500

本業務の遂行にあたっては、ＩＴＳ技術について高度な知識と豊富な経験、ＥＴＣ機器に関する
技術的内容、スマートＩＣの考え方や運用方法などの幅広い知識、社会実験の運営及び評価
に精通していることが必要である。
　（財）道路新産業開発機構は、道路に関する新しい産業分野について調査研究を行うととも
にその開発プログラムを策定すること等により、道路機能の健全な発展と道路整備の拡充に
貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的として設立され、平
成１１年４月には「ＥＴＣ運用検討会」を開催し、ＥＴＣの導入支援を実施して以来、今日まで継
続してＥＴＣ関連の調査研究を実施している。
　以上から、本業務の履行可能な者は財団法人　道路新産業開発機構の他にない。
　従って、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
基づき、随意契約をするものである。

見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要する
（一般競争入札に移行3,350,000円、
企画競争に移行4,724,500円）

4713 （財）道路新産業開発機構
平成１７年度　富士川ＳＡ利用促進
拡大検討業務委託

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年10月28日 76,335,000

本業務の遂行にあたっては、ＩＴＳ技術について高度な知識と豊富な経験、ＥＴＣ機器に関する
技術的内容、スマートＩＣの考え方や運用方法などの幅広い知識、社会実験の運営及び評価
に精通していることが必要である。
　（財）道路新産業開発機構は、道路に関する新しい産業分野について調査研究を行うととも
にその開発プログラムを策定すること等により、道路機能の健全な発展と道路整備の拡充に
貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的として設立され、平
成１１年４月には「ＥＴＣ運用検討会」を開催し、ＥＴＣの導入支援を実施して以来、今日まで継
続してＥＴＣ関連の調査研究を実施している。また、平成１６年度から始められたスマートＩＣ社
会実験において、全国各地でスマートＩＣに取り付けるＥＴＣのシステム設計や機器の設置を
行っている。
　以上から、本業務の履行可能な者は財団法人　道路新産業開発機構の他にない。
　従って、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
基づき、随意契約をするものである。

見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要する
（一般競争入札に移行57,380,000円、
企画競争に移行18,955,000円）

4714 （財）道路新産業開発機構
平成１７年度　１９号ＩＴＳ活用検討業
務

若尾　豊信
飯田国道事務所
飯田市東栄町３３５０番地

平成17年9月6日 36,629,250

　　本業務の実施に際しては、ＩＴＳの 新技術を駆使した施策及び、情報通信技術等システ
ムの知識及び実績が必要であるとともに、国道１９号に導入しようとしているＩＴを活用した「車
間・速度警告サービス、低速度車警告サービス、カーブ警告システム及び対向車警告システ
ム」実験のシステム及び機器の設計内容を熟知していることが必要である。
　(財)道路新産業開発機構は、ＩＴＳの 新技術の検討に関する業務を数多く実施しており、
類似業務として対向車接近システムの導入検討・評価、走行車両重量計測システムを活用し
た数多くの業務を行っており、ＩＴＳ施策に関する業務の豊富な実績と高度
な技術力を要している。また、平成１６年度「１９号ＩＴＳ活用検討業務」を実施し、実験のシス
テム及び機器の設計を行っており、その内容を熟知していることから、本業務を実施できる唯
一の財団法人である。
　以上の理由から、当該業務を的確に遂行できるのは(財)道路新産業開発機構の他にはな
いため、下記の条項により随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争等に移行するための準備に
時間を要するもの

公募手続きを導入
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4715 （財）道路新産業開発機構
平成１７年度亀山ＰＡ利用促進検討
業務

村松　千明
北勢国道事務所
四日市市南富田町４番６号

平成17年9月27日 84,735,000

本業務の遂行にあたっては、ＩＴＳ技術について高度な知識と豊富な経験、ＥＴＣ機器に関する
技術的内容、スマートインターの考え方や運用方法などの幅広い知識、社会実験の運営及
び評価に精通していることが必要である。
財団法人道路新産業開発機構は、道路に関する産業分野について調査研究を行うとともに
その開発プログラムを策定すること等により、道路機能の健全な発展と道路整備の拡充に貢
献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的として設立された法人
であり、平成１１年４月には「ＥＴＣ運用検討会」を開催し、ＥＴＣの導入支援を実施して以来、
今日まで継続してＥＴＣ関連の調査研究を実施している。
さらに、ＥＴＣの導入及び普及促進にも貢献するなど、ＥＴＣの活用に関して中心的役割を担う
公正な立場での行政的な知見を有しているなど業務を遂行するために必要な要件を備えて
いる。
したがって、本業務の遂行可能な者は、財団法人道路新産業開発機構の他にない。
以上の理由から、契約の性質及び目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９号
の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするもので
ある。

見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要する
（一般競争入札に移行75,255,000円、
企画競争に移行9,480,000円）

4716 （財）道路新産業開発機構
平成１７年度　情報提供システム
データ更新業務

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年4月1日 2,604,000

　1) 本業務の実施にあたっては、情報提供システムの経路検索機能のシステム構造につい
て十分に精通していることが必要である。
2) 本業務実施にあたっては、経路検索機能、公共交通機関の時刻表等に関する専門的な
技術・知識と豊かな業務経験が必要である。
3) 推薦業者は、平成１４度本情報提供システムを構築している。また、情報提供関係に関す
る類似業務を当地整でも行っており、経験豊富である。
4) 本業務実施にあたって、諸条件を充足する者は（財）道路新産業開発機構において他は
ない。
　以上の理由から契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、随意契約を行
うものである。
根拠法令
　会計法第29条の３第４項
　予決令第102条の４第３号

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

4717 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　１５６号吉野地区法
面対策検討業務委託

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成17年6月20日 7,665,000

本業務の実施にあたっては、国道の安全性及び信頼性の確保を図るため、学識者や専門家
からなる委員会を組織し、岐阜国道事務所で実施している過去の道路防災点検の資料等も
参考としながら、調査計画及び対策比較検討について、指導並びに意見を受けるものであ
る。
財団法人道路保全技術センターは、中部地方整備局の実施する「道路防災対策検討委員
会」を取りまとめており、道路法面防災に精通した高度な専門知識を有しており、道路管理・
保全の技術に関する調査研究および技術指導と情報の収集整理・提供を目
的として設立された財団法人であり、本業務の履行可能な者は財団法人道路保全技術セン
ターの他にはない。
従って、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に基
づき、随意契約するものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4718 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　紀勢国道管内大規模
地震対策検討業務

松本　良一
紀勢国道事務所
松阪市郷津町２０６番地の１

平成17年10月21日 8,190,000

本業務は、三重県地域防災計画や東南海・南海地震に関する資料収集、情報連絡体制の確
立、広報案の作成、防災拠点・備蓄資機材の整備検討、４２号沿線協議会の運営等を行う業
務であり、道路管理に関する業務及び管内の道路施設に関する知識が豊富で、管内の道路
施設状況を十分把握していることが不可欠である。
（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関する事業を
行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献
することを目的に設立された財団法人であり、道路管理に関する高度な知識・技術・情報と豊
富な経験を有する公平中立な立場である唯一の公益法人である 。当事務所管内にこれら全
てを充足する者は（財）道路保全技術センターの他にはない。
以上の理由から、契約の性質又目的が競争を許さないと認めるため、会計法第２９条の３第
４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4719 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　１号宇津ノ谷トンネル
緊急点検業務委託

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成18年1月26日 8,190,000

財団法人道路保全センターは、道路管理・保全の技術に関する調査研究およびシステムの
開発並びに技術指導と情報の収集整理・提供を目的として設立された財団法人である。当整
備局と当該財団法人間で地震発生時における道路詳細点検業務に関する協定を締結して
おり、緊急的に行う点検の対応可能な体制を有している。さらに緊急点検に当たっては、平
成１４年度に策定された「道路トンネル定期点検要領」に従い点検を行うものであり、その要
領は、財団法人道路保全センターがとりまとめており、本業務に精通した道路管理に対する
広範囲の高度な専門的知識を有している。
本業務を遂行できる機関は財団法人道路保全センターの他にない。
以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項および予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4720 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　直轄国道の効率的な
道路管理検討業務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年11月21日 9,870,000

本業務の遂行にあたっては、中部地方整備局管内の道路の現況や施設管理等に精通して
いること。加えて、今後の効率的な道路管理のあり方を検討するものであり、道路管理に関
する高度な専門的知識及び技術力が不可欠である。また、道路管理者の視点および社会的
な広い視点を考慮した検討を伴うことから、行政的知見と公正性中立性が求められる。
『財団法人道路保全技術センター』は、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関する
事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化
に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的として設立された団体である。また、中部管
内の道路施設に関する諸元情報が登録・管理されている「統合型MICHIシステム」等の開発
によるプログラム等に関する著作権（財産権・著作者人格権）を有する団体であり「統合型
MICHIシステム」に精通し、並びにその活用に長けており、各種データ収集を的確かつ効率的
に実施できる唯一の公益法人である。
従って、本業務の履行に必要とされる諸条件を満たす者は『財団法人道路保全技術セン
ター』をおいて他にはない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項および予決令第１０２条の４第３号により随意契約するものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4721 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　舗装管理支援システ
ム運用等業務委託

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年11月22日 9,912,000

本業務の実施にあたっては、道路管理に関する豊富な経験と実績及び行政的視野に立った
中立、公平な立場が不可欠である。
（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関する事業を
行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、道路交通の安全と円滑化に貢献し、国
民生活の向上に寄与することを目的として設立された公益法人で、道路管理業務全般に関
する豊富な経験と実績を有している。また本省、地方整備局、独立法人土木研究所から構成
する「舗装管理システム管理・運用委員会」の事務局を担当するとともに、システムの保守管
理を行っている。
したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足するものは（財）道路保全技術セン
ターの他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第29条
の３第４項及び予決令第102条の４第３号により随意契約を行うものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4722 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　舗装の管理に関する
調査検討業務委託

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成18年1月12日 64,575,000

本業務の実施にあたっては、道路保全の技術に関する豊富な経験と実績、及び行政的視野
に立った中立、公平な立場が不可欠である。
（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関する事業を
行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、道路交通の安全と円滑化に貢献し、国
民生活の向上に寄与することを目的として設立された公益法人で、道路保全業務全般に関
する豊富な経験と実績を有している。
またアセットマネジメント検討委員会（舗装部会）、及び舗装管理システム管理・運用委員会
の事務局としての実績があり効率的、効果的に業務を実施できる体制が整っている唯一の
者である。
したがって、本業務に必要とされる諸条件を充足するものは（財）道路保全技術センターの他
にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第29条
の３第４項及び予決令第102条の４第３号により随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4723 （財）道路保全技術センター
平成１７年度三重河川国道管内木
曽三川橋梁耐震対策検討業務

田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年10月7日 20,895,000

本業務の遂行にあたっては、耐震技術など道路施設の保全技術に精通していることの他、道
路保全に関する道路管理のニーズを的確に把握している等の行政的視野からの知識が不
可欠である。
(財)道路保全技術センターは、道路保全技術の開発、普及、指導を目的として設置された公
益法人であり、それらに関する豊富な経験と技術力と行政的知識等、本業務に必要とする業
務遂行能力を有している。
当所管内にこれらの諸条件を充実するものには、財団法人道路保全技術センターの他には
ない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものであ
る。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4724 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　名古屋国道管内情報
ＢＯＸ台帳整備業務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年10月26日 63,315,000

①本業務を実施するにあたっては、（財）道路保全技術センターが研究、開発、整備等を行っ
ている道路管理データベース（ＭＩＣＨ　Ｉ）の関連データについても利活用を行う。
②システムに熟知しているうえで、道路行政に係る諸政策・制度に精通した専門知識、経験
による行政的な視点を踏まえた点検・評価を行う必要がある。
③道路管理情報通信の基盤施設をなすことから、業務に当たってはセキュリティーの確保と
機密保持が必要である。
④（財）道路保全技術センターは、道路管理・保全の技術に関する調査研究、システムの開
発整備、技術指導及び情報の収集整理・提供等を目的として設立された財団法人であり、道
路管理に関する各種分析業務や点検業務を実施するなど高度な知識と豊富な経験を有して
いる。
⑤本業務の実施に当たって、諸条件を充足する業者は（財）道路保全技術センターの他にな
い。
よって、本業務を（財）道路保全技術センターと随意契約するものである。
適用法令
・会計法第２９条の３第４項
・予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4725 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路資料管理技術業
務委託

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成17年12月6日 31,395,000

「資料」の整理・分類にあたっては、技術的な専門知識に精通し、既登録データとの整合性を
図る必要がある。
「資料」の保存・登録にあたっては、資料検索システムの機能、構造に精通している必要があ
る。
また、業務遂行上、秘密の必要がある書類等に接する場合が考慮されることから、機密性の
保持が要求される。
 （財）道路保全技術センターは、道路管理及び道路施設に関する知識が豊富で、資料検索
システムの所有権を有している。また、そのシステムの開発、改良、マニュアルの作成などシ
ステムの開発整備等を継続的に行っておりその信頼性は高く、本業務を遂行できる者は、
（財）道路保全技術センターの他にない。
以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき随意契約しようとするも
のである。

その他のもの 随意契約によらざるをえないもの

4726 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　静岡県東部地区道路
管理手法検討業務委託

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年10月4日 9,376,500

本業務を履行するためには、道路の維持管理のために蓄積されたデータを適切に整理、分
析すると共に管内事務所の機器類の十分な把握等、現下の道路管理に関する高度また、専
門的な技術力・知識力が必要である。
「財団法人道路保全技術センター」は、道路管理の高度化と業務の効率化を支援するため
「道路管理データベースシステム」、「道路管理巡回システム」等を開発、整備、運用支援を
行っており、中部地方整備局管内の道路管理全般に関するデータ処理分析等、専門的な技
術力を有しているほか、舗装管理支援システム、橋梁保全支援システム等の開発整備を行う
と共にそのデータの管理も行っている。
従って、「道路保全の技術に関する調査研究等」を目的として設立された「財団法人道路保
全技術センター」は、道路保全に関する総合的で高度な専門的知識と経験を有しており、本
業務の履行に必要とされる諸条件を充足するものは他にない。
よって、本業務は財団法人道路保全技術センターで実施することが も適していると判断さ
れるため、会計法第２ ９ 条の３第４ 項及び予決令第１ ０ ２ 条の４ 第３号により随意契約す
るものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4727 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　路上工事広報マニュ
アル検討業務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年10月31日 16,905,000

本業務は、確立されたマニュアルが無く、新たにマニュアルを作成するものであり、道路管理
に関する広範な専門知識が不可欠である。
推薦業者である(財)道路保全技術センターは、道路保全技術水準の向上及び安全で円滑且
つ快適な道路交通の確保に貢献することにより、国民生活の向上に寄与することを目的に中
立公正な立場で道路保全に関する調査研究、情報の収集・発信等を行っている公益法人で
あり、道路管理に係わる広範な知識と経験に基づき、道路に係わる様々な立場を踏まえつ
つ、上記マニュアルを取りまとめる能力を有する唯一の法人である。
よって、本業務を(財)道路保全技術センターと随意契約する。
根拠条項
・会計法第２９条の３第４項
・予算決算及び会計法令第１０２条の４第３号

見直の余地があるもの 一般競争



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4728 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　飯田国道管内路面下
空洞詳細調査業務委託

若尾　豊信
飯田国道事務所
飯田市東栄町３３５０番地

平成18年1月13日 2,835,000

（財）道路保全技術センターは、上記の中部技術事務所発注業務の請負業者であるほか国
土交通省各地方整備局ならびに各地方自治体において多数の同種及び類似業務の請負実
績があり、これまでに全国で4,000箇所以上の空洞を発見した実績と、その調査・解析業務、
および空洞箇所の原因究明、発生状況等の検討を行っている。
（財）道路保全センターは、今回使用するドーロスコープを用いた路面下空洞調査「舗装道路
の空洞探査方法」の特許を取得しており、路面下の映像を記録し、画像による空洞の存在状
況を確認する技術を確立している。さらに、蓄積した調査データの分析結果をもとに、より効
率的な探査方法、陥没防止の方策、補修工法等に関する調査検討業務にも精通し本業務を
遂行できる唯一の機関である。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、財団法人道路保全技術センターと随意契
約をしようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4729 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　統合型ＭＩＣＨＩシステ
ム高度化業務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成18年2月7日 39,795,000

本業務の実施にあたっては、電子納品マニュアル類（道路台帳作成要領（案）等）を熟知し、
かつ（財）道路保全技術センターが開発・保有のＭＩＣＨＩシステム等を熟知している必要があ
る。
（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関する事業を
行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献
する事を目的として設立された団体であり、道路管理に関する高度で豊富な知識と経験を有
していると共に、ＭＩＣＨＩシステム等に関する著作権（財産権）を有し、システム開発を唯一実
施できる団体である。
以上、本業務の履行に必要とされる諸条件を満たす者は「（財）道路保全技術センター」をお
いて他にはない。
従って、契約の性質又目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３第４項、
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、上記法人と随意契約しようとするも
のである。

その他のもの －

4730 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　路面下空洞調査業務
委託

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年9月5日 155,925,000

本業務における路面下に生じる空洞の調査を行うためには、道路の専門知識を熟知してい
ることが必要であり、なおかつ地中探査車での測定を行うためには、高度な技術的経験が必
要不可欠である。
（財）道路保全技術センターは、路面下空洞調査をはじめ、道路保全技術に関する調査調査
研究、開発等に関する事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、道路交通
の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的として設立された公益法人
で、今回使用する地中探査車と同種の機械を保有し、操作・画像解析において豊富な経験と
高度な技術力を有している。
また中部地方整備局等の路面下空洞調査マニュアルの策定に当初から携わってきた。した
がって本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は（財）道路保全技術センターの他
にはない。
以上の理由から、契約の性質、または目的が競争を許さないと認められるため、会計法２９
条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号に基づき、随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4731 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　排水性舗装性能調査
業務委託

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年6月13日 19,362,000

本業務の実施にあたっては、性能規定値の測定値の評価のために、舗装技術に関する豊富
な知識と経験及び評価資料の作成には多くの者から技術、情報等の収集が可能で中立性、
公平性が確保されることが不可欠である。
財団法人 道路保全技術センターは道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関する事
業を行うこと等を目的に設立された公益法人であり、道路管理業務全般に関する豊富な経験
と実績を有し中立性、公平性が確保された者である。
したがって当所管内にこれらの諸条件を充足する者は、財団法人 道路保全技術センターの
他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4732 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路資料管理技術業
務委託

瀬本　浩史
名四国道事務所
名古屋市瑞穂区神穂町５番３号

平成17年10月3日 34,650,000

「資料」の登録保存にあたっては、資料検索システム及び道路管理データシステムの運用マ
ニュアルを熟知していることが求められ、また「資料」の整理・分類及び道路台帳作成の指導
と審査にあたっては、技術的な専門知識、法令、規定等に精通している必要がある。
（財）道路保全技術センターは、道路保全に関するシステムの開発整備や道路保全に関する
技術の指導などの事業を行っており、本業務の実施に必要である資料検索システム及び道
路管理データベースシステムとも（財）道路保全技術センター自らが開発整備したもので、所
有権、著作権も同センターに帰属しているものである。
よって、本業務を遂行出来る者は道路保全技術センター以外にない。
以上の理由により会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約
としようとするものである。

その他のもの －



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4733 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　管内冬期道路情報管
理検討業務

若尾　豊信
飯田国道事務所
飯田市東栄町３３５０番地

平成17年8月29日 9,870,000

業務の実施にあたっては、道路情報管理を熟知していることはもとより、管内の道路状況に
ついて精通し、道路の保全、管理における高度または専門的な知識を有することが必要不可
欠である。
当該法人は、道路保全の技術に関する調査・研究、技術開発、システム開発整備、道路保全
に係わる情報の収集整理及び分析を行うことにより効率的かつ合理的な保全技術の向上を
図り、道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的として設立
された公益法人であり、道路保全技術に精通した土木技術者を多数有するとともに、道路施
設に関する諸元情報等を一元的に統合管理できる道路データベース「ＭＩＣＨＩシステム」を運
用していることから、管内道路施設の状況を熟知しているほか、冬期における道路管理に関
する検討業務や調査研究の実績が豊富であり、本業務において必要とされる冬期道路情報
管理に関する高度または専門的な技術力を有している者である。
したがって、本業務に履行に必要とされる諸条件を充足する者は（財）道路保全技術センター
の他にはない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4734 （財）道路保全技術センター
平成１７年度岐阜国道管内情報
ボックス等施設点検評価業務委託

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成17年9月12日 52,605,000

　光ファイバーケーブルや情報ボックス等施設は、道路敷地内に埋設又は添加されているこ
とから、これら施設を円滑に管理するためには、他の道路施設・道路付属物等と相互の関係
を知ることが重要であり総合的なデータベースの構築が不可欠である。
従って、本業務の行っている道路管理データベース（MICHI システム）に集約し管理する必要
がある。
業務の実施にあたっては、 MICHI システムを熟知していることはもとより、道路行政に係る諸
政策・制度に精通した専門知識、経験による行政的な視点をふまえた点検・評価を行うことと
共に、道路管理情報通信の基盤施設であることからセキュリティーの確
保と機密保持を必要とする。
（財）道路保全技術センターは、道路管理・保全に関する調査研究、システムの開発、技術指
導及び情報の収集整理・提供等を目的として設立された財団法人であり、道路管理に関する
各種分析業務や点検業務等の高度な知識と豊富な経験を有している。また、行政的手段も
卓越していることを鑑みると本業務を遂行できる唯一の機関である。
よって、本業務の履行可能な者は、（財）道路保全技術センター以外に存しない。
以上の理由から、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計法令第１０２条の４第３号
により、（財）道路保全技術センターと随意契約しようとするものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4735 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　渋滞管理プログラム
策定業務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年6月8日 33,180,000

　本業務の実施にあたっては、道路における渋滞状況の把握・要因分析や対策の立案など、
道路交通の円滑化についての専門的な知見を要する。また、渋滞要因は複合的なものであ
り関係する機関が多岐に渡るため、関係機関において利害の対立が生じることが多く、渋滞
の状況把握・要因分析や対策の立案等にあたっては、中立・公平な立場における検討が必
要である。
この点、(財)道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究・開発等に関する
事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上と道路交通の安全と円滑化に貢献し国民
生活の向上に寄与する事を目的として設置された法人である。また、「愛知県第３次渋滞プロ
グラム」の策定の際の検討を行うとともに、「平成１５年度渋滞管理プログラム策定業務」、
「平成１６年度渋滞管理プログラム策定業務」を実施して優秀な成果を収めている。さらに、
渋滞の状況把握・要因分析や対策の立案等にあたって、中立・公平な立場における検討を
実施するためにも、当該団体によって検討を行うことが必須である。
よって本業務の履行に必要とされる諸条件を充足するものは（財）道路保全技術センターの
他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約するものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4736 （財）道路保全技術センター
平成１７年度三重管内道路管理事
業計画業務

田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年5月26日 95,970,000

本業務の遂行にあたっては、道路施設の保全技術に精通していることの他、道路保全に関
する道路管理のニーズを的確に把握している等の行政的視野からの知識が不可欠である。
（財）道路保全技術センターは、道路保全技術の開発、普及、指導を目的として設置された公
益法人であり、それらに関する豊富な経験と技術力と行政的知識等、本業務に必要とする業
務遂行能力を有している。
当所管内にこれらの諸条件を充実するものは、財団法人道路保全技術センターの他にな
い。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第29条
の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4737 （財）道路保全技術センター
平成１７年度「道の駅」における防
災機能検討業務委託

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成18年1月12日 7,140,000

　　本業務の遂行にあたっては､これまで各地で計画された｢道の駅｣について､個々それぞれ
の「道の駅｣が果たしてきた機能や役割･連携､又その地域のニーズや特徴を十分に理解し反
映させるとともに、当該地域の状況に即した災害時の対応や道路情報管理の方法等と密接
に関連させ検討する必要がある。
　（財)道路保全技術センターは､道路保全の技術に関する調査研究､開発等に関する事業を
行い､効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り､もって道路交通の安全と円滑化に貢献す
ることを目的に設立された財団法人であり､道路防災･保全や道路情報管理等の道路管理に
関する高度な知識･技術･情報と豊富な経験を有する公平中立な立場から行政的補完業務を
実施できる唯一の公益法人である｡また､全国｢道の駅｣連絡会の事務局として､各｢道の駅｣
の情報収集･発信、今後の道の駅のあり方に関する調査･研究を行う等、中部地整管内の｢
道の駅｣全体に精通し､十分な知識を有している｡従って当事務所管内にこれら全てを充足す
るものは(財)道路保全技術センターの他にはない。
　以上の理由から､契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため､会計法第29 条
の３第４項及び予決令第102 条の4 第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4738 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　４７４号飯喬道路管
理計画検討業務

若尾　豊信
飯田国道事務所
飯田市東栄町３３５０番地

平成17年10月7日 12,600,000

業務の実施にあたっては、道路情報管理を熟知していることはもとより、管内の道路状況に
ついて精通し、道路の保全、管理における高度または専門的な知識を有することが必要不可
欠である。
当該法人は、道路保全の技術に関する調査・研究、技術開発、システム開発整備、道路保全
に係わる情報の収集整理及び分析を行うことにより効率的かつ合理的な保全技術の向上を
図り、道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的として設立
された公益法人であり、道路保全技術に精通した土木技術者を多数有するとともに、道路施
設に関する諸元情報等を一元的に統合管理できる道路データベース「ＭＩＣＨＩシステム」を運
用していることから、管内道路施設の状況を熟知しているほか、道路管理に関する検討業務
や調査研究の実績が豊富であり、本業務において必要とされる道路施設に関する高度また
は専門的な技術力を有している者である。
したがって、本業務に履行に必要とされる諸条件を充足する者は（財）道路保全技術センター
の他にはない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4739 （財）道路保全技術センター
平成１７年度「道の駅」における防
災機能の検討業務

松本　良一
紀勢国道事務所
松阪市郷津町２０６番地の１

平成17年12月7日 11,445,000

　　本業務の遂行にあたっては、これまで各地で計画された「道の駅」について、個々それぞ
れの「道の駅」が果たしてきた機能や役割・連携、又その地域のニーズや特徴を十分に理解
し反映させるとともに、当該地域の状況に即した災害時の対応や道路情報管理の方法等と
密接に関連させ検討する必要がある。
　（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関する事業
を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢
献することを目的に設立された財団法人であり、道路防災・保全や道路情報管理等の道路
管理に関する高度な知識・技術・情報と豊富な経験を有する公平中立な立場から行政的補
完業務を実施できる唯一の公益法人である。また、全国「道の駅」連絡会の事務局として、各
「道の駅」の情報収集・発信、今後の道の駅のあり方に関する調査・研究を行う等、中部地整
管内の「道の駅」全体に精通し、十分な知識を有している。従って当事務所管内にこれら全て
を充足するものは（財）道路保全技術センターの他にはない。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4740 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　舗装の管理目標値設
定のための調査検討業務委託

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成17年7月27日 32,550,000

本年度は平成１５年度より３年計画で行っている継続調査の 終年度である。
本業務の遂行にあたっては、道路構造物の維持管理に関する専門知識に精通していること
が必要であり、維持管理の長期計画に関するデータと道路管理者の視野に立った行政的な
知識が必要不可欠である｡
（財）道路保全技術センターは「道路保全の技術に関する調査研究開発等を行うことにより、
効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国
民生活の向上に寄与すること」を目的として設置された法人であり、道路管理・保全の技術に
関する高度な知識と豊富な経験を有する者を多数擁している。道路舗装のマネージメントに
おいても、全国の国道から地方道までの膨大な道路舗装の性能を迅速・的確に把握できる
など、業務に必要とされる専門的な知識と経験を有している唯一の組織体である。
また、(財)道路保全技術センターは平成１５年度より本業務を手がけている。
したがって、これらの諸条件を充足する者は「（財）道路保全技術センター」の他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである｡

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入
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4741 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路資料管理技術業
務委託

佐々木　政彦
高山国道事務所
高山市上岡本町７丁目４２５番地

平成17年12月9日 16,737,000

資料の整理・分類にあたっては、技術的な専門知識に精通し、既存登録データとの整合を図
る必要があり、資料の登録・保存にあたっても、資料検索システムの機能、構造に精通してい
る必要がある。
当該法人は、資料検索システムの所有権を有しており、そのシステム開発、改良、マニュア
ルの作成など開発整備等を継続的に行ない、その信頼性は高く、本業務における実績と経
験を有している。よって本業務を履行できるのは（財）道路保全技術センターの他にない。以
上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、随意契約しようとするものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4742 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　浜松管内道路管理運
用技術業務委託

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成17年4月1日 15,855,000

本業務は、行政行為の補完として行う業務であり、道路管理行政全般に関する豊富な経験と
知識を有し、的確かつ迅速な業務を遂行することが求められるものである。
（財）道路保全技術センターは「道路保全の技術に関する調査研究、開発等を行うことによ
り、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、
国民生活の向上に寄与すること。」を目的として設置された財団法人であり、道路管理に関す
る高度な知識・技術・情報と豊富な経験を有する公平中立な立場である唯一の公益法人で
ある。又、本業務における基幹システムである、データベースシステム及び資料検索システ
ムの著作権は、当該法人が保有している。当事務所管内にこれら全てを充足する者は、
（財）道路保全技術センターの他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4743 （財）道路保全技術センター
平成１７年度地震時における道路
管理体制検討業務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年9月13日 11,917,500

本業務の実施にあたっては、地震発生時の初動体制及び巡回点検業務に反映させていく必
要があり、道路巡回・点検業務マニュアル及び道路防災点検要領等のマニュアルを熟知して
いることおよび、直轄道路施設の状況について熟知していることが不可欠である。
財団法人道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関する事
業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図ることを目的として設立された財団法人
であり、道路巡回・点検業務マニュアル、道路防災点検要領、道路防災カルテ運用・点検マ
ニュアルなどの作成に関与している機関である。
従って、財団法人道路保全技術センターは、本業務に必要な道路管理に関する専門的な技
術的知識と経験、行政的専門知識、巡回点検等の各種マニュアルに精通している唯一の機
関である。
以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認めるため、会計法第２９条の
３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものであ
る。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4744 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路管理資料保存業
務委託

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成17年10月27日 18,795,000

「資料」の登録保存にあたっては、資料検索システムおよび共通データを利用する道路管理
データシステムを熟知していることが求められる。また、業務遂行上、秘密の必要がある書類
等に接する場合が想定されることから、機密性の保持が要求される。
（財）道路保全技術センターは、道路管理及び道路施設に関する知識が豊富で、技術指導や
情報の収集整理・提供、また、道路管理データベースシステムおよび資料検索システムの開
発、運用マニュアルの作成などシステムの開発整備等を行っておりその信頼性は高く、本業
務を遂行出来る者は（財）道路保全技術センター以外にない。
以上の理由により会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約
としようとするものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4745 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路台帳資料作成業
務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年10月13日 61,950,000

本業務を実施するに当っては（財）道路保全技術センターが研究、開発、整備等を、行ってい
る道路管理データベース（ＭＩＣＨＩ）のデータとして活用するためシステムに熟知している必要
があり、また、資料作成においては道路行政に係る諸政策・制度に精通した専門知識、経験
による行政的な視点を踏まえ実施する必要がある。また、業務内容が道路施設管理の基盤
となることから、業務にあたってはセキュリティーの確保と機密保持を必要としている。
（財）道路保全技術センターは、道路管理・保全に関する調査研究、システムの開発整備、技
術指導及び情報の収集整理・提供等を目的として設立された財団法人であり、道路管理に
関する各種分析業務や点検業務等の高度な知識と豊富な経験を有している。
よって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足するものは（財）道路保全技術センターを
おいて他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認めるため、会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

その他のもの －



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4746 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　１号路面下空洞調査
業務

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成17年6月6日 1,554,000

本業務は、（財）道路保全技術センターが取りまとめた１次調査データを活用するものであり、
２次調査との双方から技術的判断を行う必要がある。また、２次調査においては（財）道路保
全技術センターが開発し特許技術を保有している機器を使用するため、それらの機器による
調査・解析及び手法に精通している必要がある。
本業務の施行にあたっては、適正な管理技術者（道路管理行政全般に関する豊富な経験と
知識を有し、本行政行為を補完できる者）の監理下のもとに、管理技術員を常駐させ、的確
かつ迅速な業務を遂行することが求められるところである。
（財）道路保全技術センターは「道路保全の技術に関する調査研究、開発等を行うことによ
り、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、
国民生活の向上に寄与すること。」を目的として設置された法人であり、道路管理・保全の技
術に関する高度な知識と豊富な経験を有している。また、路面下空洞調査業務においても信
頼性の高い探査技術を有しており、本業務に必要とされる専門的な知識と経験を有する者を
多数擁している組織体である。
（財）道路保全技術センターは、平成２年より国土交通省各地方整備局ならびに地方自治体
より調査を受託し、今までに全国で約48,000kmの１次調査を実施し、２次調査により約5,000
箇所の空洞を確認し、道路陥没の防止に大きく貢献しており、その蓄積した調査データの分
析結果をもとに、より効率的な探査方法、補修工法と２関する調査検討にも精通している唯
一の機関である。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするもので
ある。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4747 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　路上工事縮減対策検
討業務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年4月1日 39,480,000

本業務は、平成１５年度より（財）道路保全技術センターと契約し実施してきたもので本業務
の遂行にあたっては、履行の経緯、過年度の成果との整合、現地の状況把握等、過年度業
務と深く密接に関連し継続的に推進する必要がある。
（財）道路保全技術センターは、道路保全技術水準の向上及び安全で円滑且つ快適な道路
交通の確保に貢献することにより、国民生活の向上に寄与することを目的に中立公正な立場
で、道路保全に関する調査研究、情報の収集・発信等を行っている公益法人である。
本業務は、過年度から継続実施し中立公正な立場で検討する必要があることから、本業務
の履行に必要とされる諸条件を充足する者は道路保全技術センターのみである。
よって、本業務を財団法人道路保全技術センターと随意契約する。
根拠条例：
・会計法第２９条の３第４項
・予決令及び会計令第１０２条の４第３号

見直の余地があるもの 一般競争

4748 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　共同溝保全管理検討
業務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年9月26日 48,930,000

業務の実施にあたっては、道路施設の保全に関する専門的な技術的知識を有していること
はもとより、入溝占用公益企業者との関連等行政的な諸政策・制度に精通した専門的な知識
が必要である。
さらに、共同溝施設が道路面下に連続的に敷設されていることから隣接する他の重要道路
施設等との関連があり、共同溝本体施設と関連する他の重要道路施設等の状況についても
十分熟知し、地下構造物（共同溝）点検要領（案）や管理要領（案）の作成に対しても道路保
全に関する総合的技術力が本業務を遂行する上で不可欠である。
財団法人道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究・開発等に関する事
業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図ることを目的として設立された財団法人
であり、道路巡回･点検業務マニュアル、道路防災点検要領、道路防災カルテ運用･点検マ
ニュアルなどの作成に関与している機関である。
従って、財団法人道路保全技術センターは、本業務に必要な道路管理に関する専門的な技
術的知識と経験、行政的専門知識、巡回点検等の各種マニュアル作成に精通していると共
に「MICHI システム」を整備管理、保有しており優位的に道路管理データベース化を行える機
関であり随意契約を行うものである。
根拠条項
・ 会計法 第２９条の３第４項
・ 予算決算及び会計法令 第１０２条の４第３号

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4749 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路資料管理技術業
務委託

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年10月24日 17,115,000

「資料」の登録保存にあたっては、資料検索システムおよび共通データを利用する道路管理
データシステムを熟知していることが求められる。
また、業務遂行上、秘密の必要がある書類等に接する場合が考慮されることから、機密性の
保持が要求される。
（財）道路保全技術センターは、道路管理及び道路施設に関する知識が豊富で、技術指導や
情報の収集整理・提供、また、道路管理データベースシステムおよび資料検索システムの開
発、運用マニュアルの作成などシステムの開発整備等を行っておりその信頼性は高く、本業
務を遂行出来る者は（財）道路保全技術センター以外にない。
以上の理由により会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約
としようとするものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの
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4750 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路管理施設運転監
視業務委託

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年4月1日 37,590,000

本業務を実施にするにあたっては、道路管理に関する行政的業務及びトンネルの各種の管
理施設（電気通信施設）に対する専門的知識が豊富で、各種施設機器等を操作・監視する技
術を習得するとともに、トンネル内事故等（緊急時）対応の冷静・的確な判断・対応が求めら
れる。また当管理所の庁舎内に昼夜常勤し、各種情報に接することになるため機密の保持が
必要である。
(財)道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発、整備等を行うこと
により効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献
し、国民生活の向上に寄与することを目的として設立された機関であり、道路施設の管理保
全、監視運用及び道路情報の収集、連絡、提供等本業務に必要とされる行政的な業務遂行
能力を有するとともに静岡国道事務所管内の道路管理に関する知識を有しているため、本業
務の履行可能な者は(財)道路保全技術センターの他にはない。
従って、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第三号の規定に
基づき、随意契約するものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4751 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路情報管理業務委
託

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年4月1日 70,560,000

①管内に設置された 各種道路情報収集装置の監視・操作等の業務と道路管理に必要な情
報を迅速・的確に職員や関係機関へ連絡すること。
②道路利用者に対して情報提供装置により道路情報を提供すること。
等、行政補完業務である。
本業務は、行政行為の補助として行う業務であり、
①道路管理に関する行政的業務及び管内の道路施設に関する知識が豊富で、各種道路情
報装置等を操作・監視する技術に習熟していること。
②緊急時の冷静・的確な判断及び対応が求められること。
等道路管理を補完しうる行政面の豊富な知識と経験及び的確な判断が必要とされるととも
に、当事務所の庁舎内に常駐し 、各種情報に接することとなるため機密の保持が必要であ
る。
(財)道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関する事業を
行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献
することを目的に設立された財団法人であり、道路管理に関する高度な知識・技術・情報と豊
富な経験を有する松平中立な立場である唯一の公益法人である。
当事務所管内にこれら全てを充足する者は(財)道路保全技術センタ一の他にはない。
以上の理由から、契約の性質文目的が競争を許さないと認めるため、会計法第29条の3第4
項及び予決令第102条の4第3号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4752 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路情報管理技術業
務委託

佐々木　政彦
高山国道事務所
高山市上岡本町７丁目４２５番地

平成17年4月1日 61,425,000

本作業を行うにあたり、以下に示す条件を満たす必要がある。
①道路管理に関する豊富な知識や関係諸法令を理解していること
②管内に設置されている各種情報収集機器（道路情報板、雨量計、積雪計、ITV、地震計等）
の監視・操作・情報収集を迅速・的確に行うことが出来ること。
③現在中部地整管内において運用している「リアルタイム路上工事規制システム」「MICHIシ
ステム」「道路気象情報システム」等のシステムに精通し、迅速・的確に操作できること。
④災害・事故等発生時に収集した情報を迅速・的確に職員や関係機関に連絡が可能である
こと。
また本業務は、夜間及び休日に無人庁舎で業務に従事するため庁舎管理上及び知り得た情
報の機密の保持はもとより、道路情報内容による緊急性の有無の判断や緊急時の的確な対
応が必要である。
以上の要件を満足するのは（財）道路保全技術センターのみであるので、会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき 上記業者と随意契約するものである

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4753 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　高山国道管内路面下
空洞調査業務委託

佐々木　政彦
高山国道事務所
高山市上岡本町７丁目４２５番地

平成17年10月20日 3,832,500

１）推薦業者は、道路保全の技術に関する総合的な調査研究、新技術の開発と普及等を行う
機関であり、高度な技術と行政経験を有している。
２）ドーロスコープにより路面下の映像を記録し、画像による空洞の存在状況を確認する特許
技術を有しており、路面下空洞調査業務においても信頼性の高い調査と、地理的条件も含
めて的確な技術的判断を受けることが可能であり、この業務を遂行できるのは財団法人道路
保全技術センターの他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約するものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4754 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路資料管理技術業
務

松本　良一
紀勢国道事務所
松阪市郷津町２０６番地の１

平成18年1月20日 9,891,000

　当財団が構築した道路管理データベースシステムを熟知しているとともに道路管理に関す
る豊富な知識と経験及び道路構造物に関する十分な知識を有する必要がある。
（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関する事業を
行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献
することを目的に設立された財団法人であり、道路管理に関する高度な知識・技術・情報と豊
富な経験を有する公平中立な立場である唯一の公益法人である。
当事務所管内にこれらすべてを充足するものは、財団法人道路保全技術センター以外にな
い。
以上の理由から契約の性質又は、目的が競争を許さないと認められるため会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約をしようとするものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4755 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　統合道路管理情報セ
ンター管理運用検討業務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成18年1月25日 45,990,000

　　「ガイダンスシステム」の定数は、上記推薦業者が独自に開発した定数の求め方により求
められており、この改訂にあたっては、この独自開発の求め方を用い、検証後の改訂定数を
決定する必要があり、定数の求め方の知的所有権は、上記推薦業者が保有している。
　また、集中管理、他の機能検討、ネットワーク及びシステム強化検討、セキュリティー検討
においても、その元となる「道路情報システム」の基本システム（通常のシステムにおけるミド
ルウエアの設定）検討は、上記推薦業者の独自開発のものであり、これらに付随する各サブ
システム、システム強化、セキュリティーの改良にあたっては、この独自開発の知的所有権を
有する上記推薦業者以外において行うことは不可能である。
　よって、本業務委託を行うには、上記推薦業者以外にはない。（会計法第２９条の３第４項、
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4756 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路占用資料整備業
務委託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年10月5日 5,092,500

本業務を実施するにあたっては、個人情報を取り扱うことから機密の保持が求めれられデー
タ作成においては、道路管理に関する豊富な知識と経験及び道路構造物に関する十分な知
識を有する必要がある。
また今回のデータ作成は、道路管理データベースシステム（ＭＩＣＨＩシステム）上の資料検索
システムで検索表示を行うことから当該システムの基礎データを基にデータ作成を行うもので
ある。
財団法人道路保全技術センターは、道路の保全の技術に関する調査研究、開発等を行うこ
とにより、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢
献し、国民生活の向上に寄与することを目的に設立された法人である。
本業務は占用資料データを資料検索システムと連動する必要があり、道路管理データベー
スシステム（ＭＩＣＨＩシステム）の所有権は財団法人道路保全技術センターが有しているととも
に、道路管理データベースのシステム開発、管理、運用に携わっていることから、本業務に必
要とされる諸条件を充足し、適正に履行するものとしては、財団法人道路保全技術センター
以外にない。
以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３項により随意契約しようとするものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4757 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路情報管理技術業
務委託

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成17年4月1日 70,560,000

本業務は、行政行為の補助として行う業務であり、
①道路管理に関する行政的業務及び管内の道路施設に関する知識が豊富で、各種道路情
報装置等を操作・監視する技術に習熟していること。
②緊急時の冷静・的確な判断及び対応が求められること。
等道路管理を補完しうる行政面の豊富な知識と経験及び的確な判断が必要とされるととも
に、当事務所の庁舎内に常駐し、各種情報に接することとなるため機密の保持が必要であ
る。
（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関する事業を
行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献
することを目的に設立された財団法人であり、道路管理に関する高度な知識・技術・情報と豊
富な経験を有する公平中立な立場である唯一の公益法人である。
当事務所管内にこれら全てを充足する者は（財）道路保全技術センターの他にはない。
以上の理由から、契約の性質又目的が競争を許さないと認めるため、会計法第２９条の３第
４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4758 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路管理運用技術業
務委託

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成17年4月1日 33,810,000

道路管理データベースシステムのソフトであるＭ ｌ Ｃ Ｈ ｌシステムは、国土交通省が（財）道
路保全技術センターに委託して開発したものである。
本業務は、道路管理データベースシステム及び道路管理に関する高度な知識を有すると共
に道路施設・イメージデータ等ソフトウェアについても熟知している事が必要である。
この業務を実施できるのは、 Ｍ Ｉ Ｃ ＨＩシステム及び資料検索システムを作成し、道路管理
データベースに精通している（財）道路技術保全センターの他にない。
以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約しようとするものである。

その他のもの －



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4759 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路管理運用技術業
務委託

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年4月1日 32,130,000

この業務を実施にあたっては、道路管理関係資料の内容及びデータベースに関わる内容に
ついて、充分に把握されたうえでの資料の整理・分類作業を求められ、かつ、行政関係資料
を取り扱うために行政関係業務を補完しうる行政面の豊富な経験と知識を有していなければ
ならない。
現在、MICHI管理業務上でMTCHTで作成しづらいデータ部分も補完として資料検索システム
データを供用して利用している。MICHIデータ整備との互換・共用部分を使い分ける技術的手
法で資料検索システムデ一タ作成を行う必要がある。両システムを相互に利用するために
は、データ作成から管理まで総合的に作業することが望まれる。
(財)道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等を行うことにより、
効率的かつ合理的な保全技術の向上を泣かり、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、
国民生活の向上に寄与することを目的として設立した法人であり、道路建設事業に関保する
業務の受託も実施しており、 行政面の豊富な知識及び経験等本業務に必要とする業務遂行
能力を有している。
上記の諸条件を考慮して選定すると、(財)道路保全技術センターが も適した契約の相手方
であり、ほかにない。
したがって、会計法29条の3条4項、予算決算及び会計会第102条の4第3号の規定に基づき
(財)道路保全技術センターと随意契約するものである。

その他のもの －

4760 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　紀勢国道道路管理検
討業務

松本　良一
紀勢国道事務所
松阪市郷津町２０６番地の１

平成17年10月21日 20,265,000

本業務の実施にあたっては、道路管理に関する専門的な技術的知識と経験を有することは
もとより、行政的専門知識に精通し、かつ、管内の道路現況・道路施設状況等を熟知してい
る事が不可欠である。
（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関する事業を
行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献
することを目的に設立された財団法人であり、道路管理に関する高度な知識・技術・情報と豊
富な経験を有する公平中立な立場である唯一の公益法人である。
当事務所管内にこれら全てを充足する者は（財）道路保全技術センターの他にはない。
以上の理由から、契約の性質又目的が競争を許さないと認めるため、会計法第２９条の３第
４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4761 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　高山国道管内情報Ｂ
ＯＸ等施設点検評価業務委託

佐々木　政彦
高山国道事務所
高山市上岡本町７丁目４２５番地

平成17年11月22日 39,637,500

推薦業者は、道路管理・保全に関する調査研究、システムの開発整備、技術指導及び情報
の収集整理・提供等を目的として設立された財団法人であり、高度な技術と道路行政に精通
した専門知識と豊富な経験を有しており、信頼性の高い調査と、行政的な視点を踏まえた点
検・評価が可能であり、本業務を遂行できるのは財団法人道路保全技術センターの他にはな
い。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約するものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4762 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路資料管理技術業
務委託

工藤　隆
愛知国道事務所
名古屋市千種区池下町２－６２

平成17年8月30日 21,787,500

本業務の実施にあたっては、道路に関する知識が豊富で、道路管理データベースシステムを
熟知しそのシステムの構築に精通している事が必要不可欠である。
これらの業務遂行能力や経験を備えた人材を確保しているのは、道路行政機関と連携して
道路管理データベースシステム及び運用マニュアルを作成し、現に運用を行っている（財）道
路保全技術センターの他にない。
以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4763 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　透水性舗装性能調査
業務委託

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年6月13日 15,645,000

本業務の実施にあたっては、舗装の性能規定に準じた評価を行うために、舗装技術に関する
豊富な知識と経験及び評価資料の作成には多くの者から技術、情報等の収集が可能で中立
性、公平性が確保されることが不可欠である。
財団法人 道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関する
事業を行うことを目的に設立された公益法人であり、道路管理業務全般に関する豊富な経験
と実績を有し中立性、公平性が確保された者である。
したがって、当所管内にこれらの諸条件を充足する者は、財団法人 道路保全技術センター
の他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4764 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路法面防災管理診
断検討業務

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年6月16日 49,245,000

財団法人道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関する事
業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に
貢献する事を目的として設立された団体であり、平成８年度の防災総点検のとりまとめを行う
とともに、同年より行っている継続的な現地状況把握・点検、それにもとづくカルテの更新等
を実施してきており、現地の状況、過去の経緯、関連する情報等に精通、熟知している。
したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は財団法人道路保全技術セ
ンターの他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4765 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　岐阜国道管内路面下
空洞調査

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成18年2月21日 2,205,000

本業務は、（財）道路保全技術センターが取りまとめた一次調査データを活用するものであ
り、二次調査との双方から技術的判断を行う必要がある。また、二次調査においては、（財）
道路保全技術センターが開発し特許技術を保有している機器を使用するため、それらの機器
による調査、解析及び手法に精通している必要がある。
本業務の履行にあたっては、適切な管理技術者（道路管理行政全般に関する豊富な経験と
知識を有し、本行政行為を補完できる者）の監理のもとに、管理技術者を常駐させ、的確か
つ迅速な業務を遂行することが求められるところである。
（財）道路保全技術センターは「道路保全の技術に関する調査研究、開発等を行うことによ
り、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、
国民生活の向上に寄与すること。」を目的として設定された法人であり、道路管理、保全の技
術に関する高度な知識と豊富な経験を有している。また、路面下空洞調査業務においても信
頼性の高い探査技術を有しており、本業務に必要とされる専門的な知識と経験を有する者を
多数擁している組織体である。
また、平成２年より国土交通省各地方整備局ならびに地方自治体より調査を受託し、今まで
に全国で約48,000kmの一次調査を実施し、二次調査により約5,000箇所の空洞を確認し、道
路陥没の防止に大きく貢献しており、その蓄積した調査データの分析結果をもとに、より効率
的な探査方法、補修工法等に関する調査検討にも精通している唯一の機関である。
したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は（財）道路保全技術センター
の他にはない。
以上の理由から、契約の性質、または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２
９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に基づき、随意契約しよ
うとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4766 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　静岡国道事務所管内
路面下空洞調査

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成18年2月22日 3,885,000

本業務における路面下に生じる空洞の調査を行うためには、道路舗装などの専門知識に熟
知していることが必要であり、なおかつ地中探査を行うためには、高度な技術的経験が必要
不可欠である。
（財）道路保全技術センターは、路面下空洞調査をはじめ、道路保全技術に関する調査研
究、開発等に関する事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、道路交通の
安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的として設立された公益法人
で、地中探査に使用する機械を保有し、操作・画像解析において豊富な経験と高度な技術力
を有している。
また中部地方整備局等の路面下空洞調査マニュアルの策定に当初から携わってきていると
ともに静岡国道管内の１次調査を実施し現地に精通している。
したがって本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は（財）道路保全技術センター
の他にはない。
以上の理由から、契約の性質、または目的が競争を許さないと認められるため、会計法２９
条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号に基づき、随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4767 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路管理運用技術業
務委託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年4月1日 17,115,000

　　本業務を実施するにあたっては、当システムに関わる専門的知識と豊富な経験が必要で
あるとともに、個人情報・企業情報等に接する機会も多く、機密の保持が強く求められ、業務
上、直接・間接的にも利害の関わりのない中立的な者であるこが必要である。
　（財）道路保全センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関する事業を行
い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献す
ることを目的に設立された財団法人であり、道路管理データーベースシステムの開発をはじ
め、管理・運用業務等の行政補完業務を広く手がけている財団法人であり、本業務に必要な
知識と経験を豊富に有している（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）。 その他のもの

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4768 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路資料管理技術業
務委託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年10月11日 18,417,000

　　本業務は、事務所機器への入力作業を行うものであり、道路管理データベースシステム
に関わる専門的な知識や技術及び豊富な経験が必要である。
　また、発生する工事及び協議・用地関係図書等の図書（資料）については、業務の内容上、
直接・間接的にも利害関係に関わりあいのない中立な者であることが要求される。
　（財）道路保全技術センターは、道路保全に関する総合的な技術の開発を行い、効率的な
保全技術を広く提供することを目的に設立された機関であり、道路管理データベースシステ
ムの開発・管理運用業務を行っている他、本業務に必要とされる専門的な知識と豊富な経験
を有しているとともに、直接・間接的にも利害関係に関わりのない中立的な機関である。
　さらに、既存の道路管理データベースシステムは、（財）道路保全技術センターが開発した
システムであり、著作権を保有している。
　したがって本業務の履行に必要とされる諸条件を充足するものは、（財）道路保全技術セン
ターの他にはない。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所
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4769 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路管理運用技術業
務委託

佐々木　政彦
高山国道事務所
高山市上岡本町７丁目４２５番地

平成17年4月1日 17,220,000

　　本業務の実施にあたっては、平成１６年度に整備され、平成１７年度に整備される道路台
帳の審査及び関連情報の統合並びに統合した施設情報等を自在に編集・検索可能とする道
路管理データベースシステム（以下、「ＭＩＣＨＩ」という）の更新を行うものであり、道路行政判
断を伴う土木技術及びＭＩＣＨＩ等に関する電子情報技術を同時に必要とする特殊な業務であ
る。
　推薦業者は、道路保全の技術に関する調査・研究、技術開発、システム開発整備、技術の
指導、情報の収集整理及び提供を行うことにより効率的かつ合理的な保全技術の向上を図
り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的として
設立された公益法人であり、平成４年度から当該道路施設情報の更新業務を継続実施して
いるほか、道路施設等の管理に関する同種業務の実績も多く、道路行政判断に精通した土
木技術者やＭＩＣＨＩ等に係る電子情報技術者を多数有している。また本業務に必要なＭＩＣＨＩ
の基幹システム及び更新システムを唯一保有しており、これらのシステムと同等な製品を調
達するには膨大な経費・時間が必要となることから、本業務を実施できるのは、業務に必要
な土木技術及び電子情報技術の双方を有している当法人において他にない。
　従って、「会計法」第２９条の３第４項及び「予算決算及び会計令」第１０２条の４第３号によ
り随意契約を結ぶものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4770 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路データベース登
録業務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年4月1日 121,380,000

　　この業務を実施するに当っては、庁舎内に常駐させるため、業務の信頼性が高く道路管
理及び道路施設に関する知識が豊富で、道路管理データベースを熟知していることが必要で
ある。推薦する道路保全技術センターは、道路管理・保全の技術に関する調査研究、システ
ムの開発整備、技術指導及び情報の収集整理・提供等を事業としており、その信頼性は高
く、本業務を遂行できる唯一の団体である。
　よって本業務を財団法人道路保全技術センターと随意契約する。
　根拠条項
　　・会計法第２９条の３第４項
　　・予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4771 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路情報管理技術業
務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年4月1日 151,935,000

　本業務を実施するにあたっては、道路管理に関する豊富な知識や関係諸法令の理解が必
要となるばかりでなく、高度な道路管理用機器の迅速な操作や緊急時の冷静な対応、一般
利用者に分かりやすい道路案内等、技術的にも秀でた人材が求められる。
（財）道路保全技術センターは、道路管理及び道路施設に関する知識が豊富で、情報の収集
整理・提供等を事業としており、その信頼性は高く、建設行政の推進と発展に寄与することを
目的として設立された財団法人であり、本業務に必要とされる専門的な知識及び豊富な経験
を有している。
　したがって、当所管内にこれらの諸条件を充足する者は（財）道路保全技術センターの他に
ない。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争をゆるさないと認められるため、会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4772 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　資料検索システムソ
フトウェア賃貸借

工藤　隆
愛知国道事務所
名古屋市千種区池下町２－６２

平成17年4月1日 1,008,000

　　（財）道路保全技術センターは、本システムを開発し、その内容を熟知している唯一の機
関であり、他に競合できる者はいない。
　　以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。 その他のもの

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4773 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　資料検索システムソ
フトウェア賃貸借

瀬本　浩史
名四国道事務所
名古屋市瑞穂区神穂町５番３号

平成17年4月1日 1,008,000

　　当事務所においても資料検索システムに蓄積されたイメージデータは、（財）道路保全技
術センターが開発したデータベースにより蓄積されている。
　　（財）道路保全技術センターは、本データベースシステムの著作権を有し、その内容を熟
知している唯一の機関であり、他に競合できるものはいない。
　　以上の理由から契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、（財）道路保
全技術センターと随意契約するものである。
　根拠条項
　　会計法第２９条の３第４項
　　予決令第１０２条の４第３号

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4774 （財）道路保全技術センター
平成１７年度道路管理運用技術業
務

田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年4月1日 28,140,000

　本業務を実施するにあたっては、道路管理に関する豊富な知識､経験と各システムを熟知
していることが必要である。また､業務上知り得たデータ等の外部への散逸防止を完全に図
ることが必要である｡
　財団法人道路保全技術センターは、道路交通及び道路の保全に関する情報を組織的に収
集・蓄積すると共に、それらを活用した総合的な技術の開発を行うことを目的に設置された法
人であり本業務に必要な知識及び豊富な経験を有している。
以上の理由から、契約の性質及び目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするもので
ある。

その他のもの －



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4775 （財）道路保全技術センター
平成１７年度道路情報管理技術業
務

田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年4月1日 70,035,000

　業務を実施するにあたっては、当所の管理区間及びこれらに関係する路線に精通している
ことが必要であると共に、収集した情報の優先度、緊急度を判断する必要がある。
　更にその性質上所轄警察署をはじめとし、他機関や住民等と直接関わる機会が多いことか
ら、道路管理についての豊富な経験が必要である。財団法人道路保全技術センターは、道
路交通及び道路の保全に関する情報を組織的に収集・蓄積すると共に、それらを活用した総
合的な技術の開発を行うことを目的として設置された法人であり本業務に必要な知識及び豊
富な経験を有している。
以上の理由から、契約の性質及び目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により随意契約をしようとす
るものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4776 （財）道路保全技術センター
平成１７年度道路資料管理技術業
務

田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年9月14日 29,820,000

本業務を実施するにあたっては、①検索項目に新規あるいは追加が生じた場合、資料名及
びその内容区分をシステムのメニューとして追加構築を行う。②完成図書の分類作業及び同
図書における距離標調査。③図面・報告書等のデータリスト作成④資料検索システムのデー
タ形式に応じてデータベースを作成、登録する。等、当財団が構築した道路管理データベー
スシステムを熟知していると　ともに道路管理に関する豊富な知識と経験及び道路構造物に
関する十分　な知識を有する必要がある。
（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関する事業を
行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献
することを目的に設立された財団　法人であり、道路管理に関する高度な知識・技術・情報と
豊富な経験を　有する公平中立な立場である唯一の公益法人である。
　当事務所管内にこれらすべてを充足するものは、財団法人道路保全技　術センター以外に
ない。
以上の理由から契約の性質又は、目的が競争を許さないと認められるため会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約をしようとするものである。

その他のもの －

4777 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路管理運用技術業
務委託

松本　良一
紀勢国道事務所
松阪市郷津町２０６番地の１

平成17年4月1日 15,435,000

　この業務実施にあたっては道路管理関係資料の内容及びデータベースに関わる内容につ
いて、充分に把握されたうえでの資料の整理・分類作業を求められ、かつ、行政関係資料を
取り扱うために行政関係業務を補完しうる行政面の豊富な経験と知識を有していなければな
らない。現在、ＭＩＣＨＩシステムで作成しづらいデータ部分の補完として資料検索システム
データを供用して利用している。ＭＩＣＨＩデータ整備との互換・供用部分を使い分ける技術的
手法で資料検索システムデータ作成を行う必要がある。両システムを相互に利用するために
は、データ作成から管理まで総合的に作業することがのぞまれる。資料保存作業中、入力準
備からデータのコード修正・光ディスク使用の環境作成・システムの環境変更（メニュー変更・
追加等）までの一連のシステムメンテナンス作業が随時発生するために、ワークステーション
系統のＵＮＩＸについての知識と技術並びに作業変更に係る豊富な経験を必要としいる。
(財)道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等を行うことにより、
効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全を円滑化に貢献し、国
民生活の向上に寄与することを目的として設立された法人であり、道路建設事業に関係する
業務の受託も実施しており、行政面の豊富な知識及び経験等本業務に必要とする業務遂行
能力も有している。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4778 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　紀勢国道道路情報管
理技術業務委託

松本　良一
紀勢国道事務所
松阪市郷津町２０６番地の１

平成17年4月1日 62,107,500

　　業務を実施するにあたっては、当所の管理区間及びこれらに関する路線に精通している
ことが必要であると供に、収集した情報の優先度、緊急度を判断し、ＶＩＣＳ・道路情報板・道
の駅情報提供装置の操作など道路情報管理システムや道路情報管理に関して精通していな
ければならない。更にその性質上、所轄警察署をはじめとし、他機関や住民等と対応する機
会が多いことから、道路管理についての豊富な経験が必要ある。
また、夜間及び休日等に職員不在の庁舎に常駐するため庁舎管理上の問題及び機密の保
持が必要である。
（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等を行うことによ
り、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全の円滑化に貢献し、
国民生活の向上に寄与することを目的として設立された法人であり、道路情報管理システム
に関係する業務の受託を実施しているほか、行政面の豊富な知識及び経験等本業務に必要
とする業務遂行能力も有している。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4779 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路管理情報技術業
務委託

村松　千明
北勢国道事務所
四日市市南富田町４番６号

平成17年4月1日 72,544,500

　本業務を実施するためには、道路管理業務及び機器の操作等に関する専門的な技術的知
識と卓越した経験を必要とするとともに業務の内容上、直接・間接的にも利害関係に関わり
のない中立的な者であることが要求される。
　（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する情報の収集整理及び提供等に関
する事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円
滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的として設置された法人であり、この業
務に関する多くの実績を有するとともに、北勢国道事務所管理区間内及び関連する路線の
道路状況を十分把握出来、又、機器の操作、関連する道路管理者及び交通管理者との連絡
調整に対して緊急時に的確に判断し、対応出来る経験者を有している。
　したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は、（財）道路保全技術セン
ターの他にない。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4780 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路管理運用技術業
務委託

村松　千明
北勢国道事務所
四日市市南富田町４番６号

平成17年4月1日 16,065,000

　本業務を実施するためには、道路管理データベースシステムに関する経験・機器の操作及
び専門的知識に精通した者であることが要求される。
（財）道路保全技術センターは、道路保全に関するシステムの開発整備等に関する事業を行
い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、
国民生活の向上に寄与することを目的として設置された法人であり、本システムを開発し、こ
の業務に関する多くの経験を有しているとともに業務を熟知し、敏速な処理能力を有してい
る。
したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は、（財）道路保全技術セン
ターの他にない。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4781 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路情報管理技術業
務委託

若尾　豊信
飯田国道事務所
飯田市東栄町３３５０番地

平成17年4月1日 64,365,000

道路情報の収集とは、管内に設置された各種道路情報収集機器の監視操作や気象情報等
の収集を行うものである。道路情報の連絡とは、災害・事故等道路交通に危険が生じたり、
障害が発生した場合等に、収集した情報を迅速・的確に職員や関係機関へ連絡するもので
ある。また、道路情報の提供については、道路利用者に的確な信頼ある情報を提供し、事前
に危険回避措置等を促すものであり、道路情報板やインターネット等の情報提供のための装
置を操作したり、関係機関へ情報の提供を行うものである。
　本業務はその性質上、行政行為の補助として行う業務である。本業務を実施するには、道
路管理に関する豊富な知識や関係諸法令の理解が必要となるばかりでなく、道路管理用機
器の操作や緊急時の冷静な対応が行える必要がある。
　（財）道路保全技術センターは道路保全の技術に関する調査研究・開発等を行うことによ
り、効率的かつ合理的な保全技術の工場を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献する
ことを目的として設立された財団法人であり、本業務に必要とされる道路情報管理に対する
専門的な知識及び豊富な経験を有している。
したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は（財）道路保全技術センター
の他にない。
　以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３項により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4782 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路管理運用技術業
務委託

若尾　豊信
飯田国道事務所
飯田市東栄町３３５０番地

平成17年4月1日 18,060,000

　本業務はその性質上、行政行為の補助として行う業務である。本業務におけるデータ登
録・整備状況把握に関する業務、データベースの利用・操作・運用に関する業務、資料検索
システムの運用業務等を行うためには、道路管理データベースシステムのプログラムを熟知
し、道路施設に関する知識及び経験を必要とする。
　また本業務は、機器操作のため庁舎内に常駐し、種々の情報に接し、道路台帳等の重要
資料を取り扱うこととなる。
　（財）道路保全技術センターは道路保全の技術に関する調査研究・開発等を行うことによ
り、効率的かつ合理的な保全技術の工場を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献する
ことを目的として設立された財団法人であり、本業務に必要とされる道路情報管理に対する
専門的な知識及び豊富な経験を有している。
したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は（財）道路保全技術センター
の他にない。
　以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4783
（財）日本デジタル道路地図
協会

平成１７年度　デジタル道路地図
データーベース更新業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年12月21日 45,150,000

「デジタル道路地図データベース」は、官民の取り決めに基づき双方の負担により作成・更新
されており、その著作権を有している唯一の財団であるため。
（会計法第２９条の３第４項及び国の物品等の調達手続の特例を定める政令第１３条第１項
第１号） その他のもの

4784 （財）日本開発構想研究所
平成１７年度中部圏低・未利用地活
用のための実態把握等調査業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成18年1月16日 6,478,500

大規模低・未利用地に関するデータベース構築業務は、単なる価格競争（一般競争）には馴
染まず、総合評価方式の評価項目に検討の時間を要するため（会計法第２９条の３第４項、
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4785 （財）日本気象協会 平成１７年度気象情報収集業務
田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年4月1日 7,864,500

　　本業務の実施にあたっては、情報統合により予測精度を向上させることを狙いとしてお
り、そのためには、財団法人日本気象協会が開発したアメダスデータとレーダ雨量データを合
成するシステム（超短時間予測システム）、及び開発業務により導入したアメダスデータと路
面状況データを合成するシステム（雪氷予測システム）を活用することが不可欠である。ま
た、気象に関する高度かつ専門的な知識、豊富な観測データ処理、解析技術及び気象情報
システムに関して蓄積・経験を有することが必要である。
　財団法人日本気象協会は、気象に関する観測、予報及び研究を目的に設立された公益法
人であり、本業務の実施に必要な高度な知識・技術力・実績等を有するとともにマイコス気象
情報をはじめとする各システムの著作権を保有している。
　よって、本業務の実施できるのは、財団法人日本気象協会の他にない。
　以上の理由から、契約の性質及び目的が競争を許さないと認められるため会計法第２９条
の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約をしようとするもの
である。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4786 （財）日本気象協会
平成１７年度　天竜川・菊川降雨流
出予測システム改良業務

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成18年1月25日 23,730,000

　　本業務を実施するに当たっては、マイコス（別途財団法人日本気象協会と契約している気
象情報ｼｽﾃﾑで、気象庁合成レーダーやアメダス雨量などの情報はマイコスを通してしか取
得できない。）の提供する気象情報が不可欠であるとともに、気象に関する高度かつ専門的
な技術力・知識力と観測データの処理・解析に関する豊富な経験を有することが必要であ
る。
　財団法人日本気象協会は気象に関する観測、予報及び研究を目的に設立された公益法人
であり、本業務に必要とされる高度かつ専門的な技術力・知識力と、豊富な経験を有するとと
もにマイコスシステムを開発し著作権を保有している。
　したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は財団法人日本気象協会
の他にない。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4787 （財）日本気象協会 平成１７年度　気象予測提供業務
森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年4月1日 15,561,000

　　本業務の実施にあたっては、上記の情報統合により、予測精度を向上させることを狙いと
しており、そのためには、同法人が開発したアメダスデータとレーダ雨量データを合成するシ
ステム（超短時間予測システム）および開発業務により導入したアメダスデータと路面状況
データを合成するシステム（雪氷予測システム）を活用することが不可欠である。また、気象
に関する高度かつ専門的な知識、豊富な観測データ処理、解析技術及び気象情報システム
に関して蓄積・経験を有することが必要である。
　財団法人日本気象協会は、気象に関する観測、予報及び研究を目的に設立された公益法
人であり、本業務の実施に必要な高度な知識・技術力・実績等を有するとともに現在、上記
のマイコス気象情報をはじめとする各システムの著作権は同法人が保有している。
　よって、本業務の履行にあたっては、同法人以外に存しない。
　以上の理由から、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により、同法人と随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4788 （財）日本気象協会
平成１７年度　岐阜国道管内気象予
測提供業務委託

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成17年4月1日 16,432,500

　　本業務の実施にあたっては、上記の情報統合により、予測精度を向上させることを狙いと
しており、そのためには、財団法人日本気象協会が開発したアメダスデータとレーダ雨量デー
タを合成するシステム（超短時間予測システム)、および開発業務により導入したアメダスデー
タと路面状況データを合成するシステム（雪氷予測システム）を活用することが不可欠であ
る。また、気象に関する高度かつ専門的な知識、豊富な観測データ処理、解析技術及び気象
情報システムに関して蓄積・経験を有することが必要である。
　財団法人 日本気象協会は、気象に関する観測、予報及び研究を目的に設立された公益法
人であり、本業務の実施に必要な高度な知識・技術力・実績等を有するとともに現在、上記
のマイコス気象情報をはじめとする各システムの著作権は同法人が保有している。
　よって、本業務の履行にあたっては、同法人以外に存しない。
　以上の理由から、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、同法人
と随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4789 （財）日本気象協会
平成１７年度　長島ダム雨量予測シ
ステム検討業務

石橋　年孝
長島ダム管理所
静岡県榛原郡本川根町犬間５４１の３

平成17年12月20日 14,700,000

　　長島ダム流域のように山間部流域に対する降雨予測を行う場合、地形や気流の影響によ
り予測精度が思わしくない場合が多い。そこで、一般的な降雨予測システムではなく、流域及
び流域周辺の地上雨量観測値を取り込み、流域独自の降雨予測システムを構築する必要が
ある。
　推薦業者は、昭和２５年に運輸大臣の認可を受けて設立された気象庁唯一の外郭団体で
あり信頼性が高く、気象観測、気象予測、気象データ等に豊富な経験を有している。また、気
象に関する地域特性を重視し、地元気象を熟知した技術者が東海地方に常駐している。
　従って、これらの諸条件を満足し業務遂行ができる者は推薦業者が唯一であり、会計法第
２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約を行うものであ
る。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4790 （財）日本気象協会
平成１７年度　高山国道管内気象予
測提供業務

佐々木　政彦
高山国道事務所
高山市上岡本町７丁目４２５番地

平成17年4月1日 28,927,500

　本業務の実施にあたっては、上記の情報統合により、予測精度を向上させることを狙いとし
ており、そのためには、同法人が開発したアメダスデータとレーダ雨量データを合成するシス
テム（超短時間予測システム）、および開発業務により導入したアメダスデータと路面状況
データを合成するシステム（雪氷予測システム）を活用することが不可欠であり、気象に関す
る高度かつ専門的な知識、豊富な観測データ処理、解析技術及び気象情報システムに関し
て蓄積・経験を有することが必要である。
また、中部地整全ての上記気象情報は、統合道路管理情報センター（名古屋市）に集約さ
れ、相互情報ネットワークで配信されるものであり、他事務所と仕様を変えることはできない。
　財団法人 日本気象協会は、気象に関する観測、予報及び研究を目的に設立された公益法
人であり、本業務の実施に必要な高度な知識・技術力・実績等を有するとともに現在、上記
のマイコス気象情報をはじめとする各システムの著作権は同法人が保有している。
　よって、本業務の履行にあたっては、同法人以外に存しない。
　以上の理由から、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、同法人
と随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4791 （財）日本気象協会
平成１７年度　気象観測資料整理業
務委託

長田　真一
東海幹線道路調査事務所
豊橋市駅前大通２丁目３３番地の１（開発
ビル６階）

平成17年4月1日 53,287,500

（１）（財）日本気象協会は、気象庁の監督指導を受けながら気象・地象・海象に関する研究・
調査を行っている機関であり、伊勢湾口部の各気象観測所で観測されたデータ解析・整理に
おいて高度な技術と経験を有している。
（２） 気象観測所システムについて研究開発を行い、本システムを熟知しており適切な保守・
監理が行える唯一の財団である。
したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は、(財)日本気象協会の他に
ない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

4792 （財）日本気象協会
平成１７年度　気象情報提供業務委
託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年4月1日 12,390,000

　本業務の実施にあたっては、予測精度の向上のため、上記情報の統合が不可欠であり、
同法人が開発したアメダスデータとレーダ雨量データを合成するシステム（超短時間予測シス
テム）、および開発業務により導入したアメダスデータと路面状況データを合成するシステム
（雪氷予測システム）を活用する必要がある。また、気象に関する高度かつ専門的な知識、豊
富な観測データ処理、解析技術及び気象情報システムに関して蓄積・経験を有することが必
要である。
　財団法人 日本気象協会は、気象に関する観測、予報及び研究を目的に設立された公益法
人であり、本業務の実施に必要な高度な知識・技術力・実績等を有するとともに現在、上記
のマイコス気象情報をはじめとする各システムの著作権は同法人が保有している。
　よって、本業務の履行にあたっては、同法人以外に存しない。
　以上の理由から、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、財団法
人 日本気象協会と随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4793 （財）日本気象協会
平成１７年度　横山ダム流出予測シ
ステム改修業務

松岡　博
横山ダム工事事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山１３３０番
地

平成18年3月1日 2,278,500

当事務所にある気象情報を得る気象端末システム及び機器のメインテナンスは（財）日本気
象協会独自のものであることから、（財）日本気象協会以外にない。以上の理由から、契約の
性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３第４項、予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号により随意契しようとするものである。 その他のもの

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4794 （財）日本気象協会 平成１７年度　気象予測提供業務
大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年4月1日 4,168,500

 本業務の実施にあたっては、各地方気象台が保有しているレーダー雨量計、地上テレメータ
雨量計・風向風速計・湿度計・温度計及び中部地方整備局が保有している地上雨量・路温・
湿度・積雪テレメーターのデータを迅速に収集する能力が必要となり、また、収集したデータ
から長時間にわたる雨量予測や路面凍結予測の情報を画面画像情報に加工し、的確かつ
迅速に送信するシステムを構築していることが求められる。
　本業務の実施にあたって、（財）日本気象協会が有している技術は下記のとおりである。
（財）日本気象協会は、気象庁と
オンラインで結ばれており、かつ、中部地方整備局が保有する地上雨量テレメーターなどの
データと気象庁から提供されるデータを取り入れ、長時間にわたる雨量予測や路面凍結予測
などの気象予測情報の提供を可能としている。また、独自に気象情報提供システム「マイコ
ス」を構築し、防災関係機関のユーザー宛に情報提供を行うシステムを保有している。こうし
た予測情報提供業務を通じて、気象予測情報提供に関する知識、経験を蓄積するとともに業
務を的確に処理する能力を有している。このように（財）日本気象協会は、「マイコス」をはじ
めとする気象情報提供に必要なシステム及び機器類の設備を保有するとともに、本業務に精
通しており気象情報を安定的に長時間にわたる雨量予測や路面凍結予測などの情報を提供
することができる唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4795 （財）日本気象協会
平成１７年度　愛・地球博広報コン
テンツ追加作業

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年8月2日 472,500

　　中部地方整備局が運営する、携帯サイトとWebサイトを連携した広報サイトは、既に（財）
日本気象協会に管理を委託している気象情報サイトがあり、当該サイトを利用して愛・地球
博広報コンテンツを追加することが も合理的なのは明らかである。
　したがって、上記業者にを選定する者である。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4796 （財）日本気象協会 平成１７年度　気象情報提供業務
中村　敏一
木曽川上流河川事務所
岐阜市忠節町５丁目１番地

平成17年4月1日 2,005,500

　本業務は、その道路気象情報システムにより、東海地方における気象情報及び降雨予測
データ等の情報提供を受け、河川管理（洪水予報、水防警報、河川管理施設等の管理）及び
ダム統合管理等に活用するものである。
　したがって、本業務を実施できるものは（財）日本気象協会のみであるので、会計法第２９
条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、（財）日本気象協会と随意契
約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

4797 （財）日本気象協会 平成１７年度　気象情報提供業務
神野　忠広
越美山系砂防事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺１３７番地

平成17年4月1日 1,084,650

　気象情報を２４時間正確かつ安定、迅速に提供を受ける必要がある。
　財団法人日本気象協会は、気象庁の事業を補完する役割を担って設立された法人であり、
気象全般に関する豊富な経験と知識を有し、気象情報の処理能力に優れている。そして、こ
の業務に必要な気象情報を２４時間安定かつ瞬時に入手し、正確かつ迅速に提供できる唯
一の団体である。
　したがって、財団法人日本気象協会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4798 （財）日本気象協会
平成１７年度　横山ダム気象情報提
供及びメンテナンス業務

松岡　博
横山ダム工事事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山１３３０番
地

平成17年4月1日 1,543,500

　　当事務所にある気象端末は気象データやら降雨等を予測するシステムで（財）日本気象
協会独自のものとなっている。また機器についてもシステムに対応したものとなっているた
め、その保守業務も一体的に行う必要がある。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約しようとするもので
ある。 見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの

4799 （財）日本気象協会 平成１７年度　気象情報提供業務
西川　友幸
静岡河川事務所
静岡市葵区田町３丁目１０８番地

平成17年4月1日 1,840,650

　業務の実施にあたっては、東海地方並びに静岡河川事務所所管の気象観測結果及び予
測情報等を即時で的確に入手・提供することができ、かつ気象・海象に関して十分精通して
いなければならない。
　（財）日本気象協会東海支社は、気象に関する事業の進展を図り、もって公共の福祉の増
進に寄与することを目的として設立された財団であり、気象・海象に関する科学及び技術に
精通しているとともに、気象・海象知識の利用・普及に関する経験が豊富である。
　従って本業務を実施できる機関は、（財）日本気象協会東海支社以外にない。（会計法第２
９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

4800 （財）日本気象協会 平成１７年度　気象情報提供業務
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年4月1日 6,762,000

　　これらの業務の実施にあたっては、東海地方ならびに沼津河川国道事務所所管の気象
観測結果、及び予測情報等の情報が即時的、かつ的確に提供することができ、かつ気象・海
象に関して十分に精通していなければならない。
　(財)日本気象協会は、気象に関する事業の発展を図り、もって公共の福祉の増進に寄与す
ることを目的として設立された財団であり、気象・海象に関する科学及び技術に精通している
とともに、気象・海象知識の利用・普及に関する経験が豊富である。
　従って、本契約を行なうに際し、これらの諸条件（要求）を充足（満足）するものは、(財)日本
気象協会東海支社しかなく、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号により、随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4801 （財）日本気象協会
平成１７年度　富士海岸気象・海象
観測施設保守点検

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年4月1日 3,234,000

　本業務の実施にあたっては、特殊な海象観測装置に精通しており、かつ実海象状況と観測
データを照らし合わせ機器及びデータの異常を的確に判断できる技術者を有することが必要
である。
　また、本システムの安定的運用を確保するためにはシステムの細部にわたり十分精通して
いる必要があるとともに、不測の事故等やシステムの故障等に対して迅速に修繕し復旧する
必要があるが、復旧作業においてはシステムの著作権を保護する必要があり、またシステム
の瑕疵対応の責任所在を明確にする必要がある。
　上記業者は、気象観測はもとより海象観測においても豊富な実績と優秀な技術者を有して
いる。また上記業者は、観測データをリアルタイムで監視することができる前述の海象データ
処理システムに対応した観測データ遠隔監視システムを独自開発し、所有していることから、
的確な観測データ監視を行うことができるとともに、本海象観測装置のうち、海象データ処理
システム（沼津河川国道事務所財産権所有）の開発を行っており、著作権（著作者人格権）を
所有している。
　したがって、本業務を遂行できるのは上記業者の外になく、会計法第２９条の３第４項、予
算決算及び会計令第１０２条の４第三号の規定に基づき、随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

4802 （財）日本気象協会 平成１７年度　気象情報提供業務
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年4月1日 3,223,500

　当事務所が直轄で行っている工事現場や下流市街地への降雨による土石流などの災害発
生を防止するために、的確かつ迅速に気象観測結果及び予測情報などの気象情報の入手
が不可欠である。
　（財）日本気象協会は、気象に関する科学及び技術の進捗に協力するとともに、気象情報
の利用方法の普及並びに指導を行うことにより気象に関する事業の発展をはかり、もって公
共の福祉の増進に寄与することを目的として設立された法人である。
　災害予測・防止のために必要な気象情報を提供できるのは（財）日本気象協会しかなく、随
意契約をするものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

4803 （財）日本気象協会 平成１７年度　気象情報提供業務
三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成17年4月1日 7,056,000

　　本業務を実施する為には、気象に関する内容を熟知し、情報処理能力、正確性、信頼性
を有し迅速な情報を提供できる特殊技術及び設備等を備えていることが要求される。
　また、事務所における管理システムは、マイコス気象情報よりデータの配信を受けておりこ
れに換わるものはない。
　（財）日本気象協会は、気象に関する観測、予報及び研究を目的に設立された公益法人で
あり、本業務の実施に必要な高度な知識・技術力・実績等を有し、気象情報システムとしてマ
イコス気象情報を運用している唯一の法人である。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4804 （財）日本気象協会 平成１７年度　気象情報提供業務
浅野　和広
庄内川河川事務所
名古屋市北区福徳町５丁目５２番地

平成17年4月1日 1,426,740

　当該の業務は、（財）日本気象協会の「マイコス」をはじめとする気象情報提供システムを道
路気象情報システムのイントラネットＷＥＢの利用により実施するものであり、本業務を実施
できるのは上記財団しかない。
　また、上記財団は、気象に関する科学及び技術の進歩に協力するとともに、気象の利用方
法の普及並びに指導を行うことにより気象に関する事業の発展をはかることを目的に、設立
された公益法人で、各種気象通報の伝達等の事業を行っている。(会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号） その他のもの

１９年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4805 （財）日本気象協会
平成１７年度　豊橋河川管内気象情
報提供業務

中津川　誠
豊橋河川事務所
豊橋市中野町字平西１番の６

平成17年4月1日 1,361,850

　　本業務を遂行するためには、気象情報及び予測情報の迅速、正確かつ確実な提供が求
められる。
　（財）日本気象協会は、気象、地象、水象（以下「気象」という）に関する科学及び技術の進
歩に協力するとともに、気象情報の利用方法の普及並びに指導を行うことにより気象に関す
る事業の発展を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的として「Micos」をはじめ
とする気象情報提供に必要な設備・技術を持っており、本業務を円滑に実施することができ
る。
　このような法人は他にないことから、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるた
め、（財）日本気象協会と随意契約しようとするものである。（会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4806 （財）日本気象協会 平成１７年度　気象情報収集業務
服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年4月1日 15,443,925

　　　本業務の実施にあたっては、上記の情報統合により、予測精度を向上させることを狙い
としており、そのためには、同法人が開発したレーダ雨量データとアメダスデータを合成する
システム（超短時間予測システム）、および路面状況データとアメダスデータを合成するシス
テム（雪氷予測システム）を活用することが不可欠である。
　　また、気象に関する高度かつ専門的な知識、豊富な観測データ処理、解析技術を有する
ことが必要である。
　　財産法人　日本気象協会は、気象に関する観測、予報及び研究を目的に設立された公益
法人であり、本業務の実施に必要な高度な知識・技術力・実績等を有するとともに現在、上
記のマイコス気象情報をはじめとする各システムの著作権は同法人が保有している。
　　よって、本業務の履行にあたっては、同法人以外に存しない。
　　以上の理由から、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号によ　り、同
法人と随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4807 （財）日本気象協会
平成１７年度　気象予測情報提供業
務

工藤　隆
愛知国道事務所
名古屋市千種区池下町２－６２

平成17年4月1日 2,152,500

　　　本業務の実施にあたっては、上記の情報統合により、予測精度を向上させることを狙い
としており、そのためには、同法人が開発したレーダ雨量データとアメダスデータを合成する
システム（超短時間予測システム）、および路面状況データとアメダスデータを合成するシス
テム（雪氷予測システム）を活用することが不可欠である。
　　また、気象に関する高度かつ専門的な知識、豊富な観測データ処理、解析技術を有する
ことが必要である。
　　財産法人　日本気象協会は、気象に関する観測、予報及び研究を目的に設立された公益
法人であり、本業務の実施に必要な高度な知識・技術力・実績等を有するとともに現在、上
記のマイコス気象情報をはじめとする各システムの著作権は同法人が保有している。
　　よって、本業務の履行にあたっては、同法人以外に存しない。
　　以上の理由から、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号によ　り、同
法人と随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4808 （財）日本気象協会
平成１７年度　気象予測情報提供業
務

瀬本　浩史
名四国道事務所
名古屋市瑞穂区神穂町５番３号

平成17年4月1日 3,205,440

　　　本業務の実施にあたっては、上記の情報統合により、予測精度を向上させることを狙い
としており、そのためには、同法人が開発したレーダ雨量データとアメダスデータを合成する
システム（超短時間予測システム）、および路面状況データとアメダスデータを合成するシス
テム（雪氷予測システム）を活用することが不可欠である。
　　また、気象に関する高度かつ専門的な知識、豊富な観測データ処理、解析技術を有する
ことが必要である。
　　財産法人　日本気象協会は、気象に関する観測、予報及び研究を目的に設立された公益
法人であり、本業務の実施に必要な高度な知識・技術力・実績等を有するとともに現在、上
記のマイコス気象情報をはじめとする各システムの著作権は同法人が保有している。
　　よって、本業務の履行にあたっては、同法人以外に存しない。
　　以上の理由から、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号によ　り、同
法人と随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4809 （財）日本気象協会
平成１７年度　気象データ通信装置
賃貸借

長田　真一
東海幹線道路調査事務所
豊橋市駅前大通２丁目３３番地の１（開発
ビル６階）

平成17年4月1日 4,620,000

　（１）（財）日本気象協会は、気象庁の監督指導を受けながら気象・地象・海象に関する研
究・調査を行っている機関であり、伊勢湾口部の各気象観測所で観測されたデータ解析・整
理において高度な技術と経験を有している。
（２）　気象観測所システムについて研究開発を行い、本システムを熟知しており適切な保
守・監理が行える唯一の財団である。
　したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は、(財)日本気象協会の他
にない。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4810 （財）日本気象協会
平成１７年度　設楽ダム気象情報提
供業務

山内　博
設楽ダム工事事務所
新城市大字杉山字大東５７

平成17年4月1日 1,228,500

　　（財）日本気象協会は、気象庁等の気象情報をもとに、顧客に応じた気象予測の提供を
行っている。水文・水質調査業務を円滑に行うには、気象台等の気象情報を敏速に得る必要
があり、本業務に対応できる機関は（財）日本気象協会以外にはない。
　以上の理由から、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

4811 （財）日本気象協会
平成１７年度　設楽ダム気象観測所
点検作業

山内　博
設楽ダム工事事務所
新城市大字杉山字大東５７

平成17年4月5日 5,565,000

　　（財）日本気象協会は、気象、地象、水象等（以下「気象」という）に関する科学及び技術の
進歩に協力し、気象に関する事業の発展を図るために、設立された公益法人である。
 　このため、設立当初から、気象観測機器の開発や気象観測・保守・解析等の業務を多く受
注しており、気象観測調査や解析に関しては、高度な専門的知識と技術を有し、気象観測機
器を多数保有していることから現地で不具合が生じた場合は、代替器により迅速に交換・設
置が可能であり、欠測時間を極力短時間にすることができる。
　観測データは内部検討用に使用するだけでなく広く一般の利用にも供されるべきものであ
り、その内容は一定の精度と客観性を具備していなければならないが、同協会は点検から解
析までの業務処理は、昭和３９年から行っており多種多様なノウハウを所有している。
　したがって、本業務に必要とされる、気象に関する観測・保守・解析の技術を充足する者は
（財）日本気象協会以外のほかにはない。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約しようとするもので
ある。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4812 （財）日本気象協会 平成１７年度　気象情報提供業務
関沢　元治
木曽川下流河川事務所
桑名市大字福島４６５

平成17年4月1日 1,491,000

　本業務によって提供される情報は、河川管理上特に防災態勢の基準となる情報であり、正
確かつ迅速な情報提供が不可欠である。
　(財)日本気象協会は、独自に気象現象に関する研究・予測技術に関する先進的な技術開
発を実施しており、その実績は高く評価されている。
　また、気象庁の広範囲にわたる気象情報を画像に加工し、的確かつ迅速に情報配信する
システムを保持しており、台風・降雨予測情報並びに東海地震関連情報等の情報提供を行う
ことができる唯一の機関である。
　以上の理由から、（財）日本気象協会東海支社と随意契約を行うものである。（会計法第２９
条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4813 （財）日本気象協会
平成１７年度　紀勢国道管内気象予
測提供業務

松本　良一
紀勢国道事務所
松阪市郷津町２０６番地の１

平成17年4月1日 19,267,500

　　本業務の実施にあたっては、上記の情報統合により、予測精度を向上させることを狙いと
しており、そのためには、同法人が開発したアメダスデータとレーダ雨量データを合成するシ
ステム（超短時間予測システム）、および開発業務により導入したアメダスデータと路面状況
データを合成するシステム（雪氷予測システム）を活用することが不可欠である。
　また、気象に関する高度かつ専門的な知識、豊富な観測データ処理、解析技術及び気象
情報システムに関して蓄積・経験を有することが必要である。
　財団法人日本気象協会は、気象に関する観測、予報及び研究を目的に設立された公益法
人であり、本業務の実施に必要な高度な知識・技術力・実績等を有するとともに現在、上記
のマイコス気象情報をはじめとする各システムの著作権は同法人が保有している。
　よって、本業務の履行にあたっては、同法人以外に存しない。（会計法第２９条の３第４項、
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4814 （財）日本気象協会
平成１７年度　気象情報提供業務委
託

村松　千明
北勢国道事務所
四日市市南富田町４番６号

平成17年4月1日 10,993,500

　　本業務の実施にあたっては、上記の情報統合により、予測精度を向上させることを狙いと
しており、そのためには、同法人が開発したアメダスデータとレーダ雨量データを合成するシ
ステム（超短時間予測システム）、および開発業務により導入したアメダスデータと路面状況
データを合成するシステム（雪氷予測システム）を活用することが不可欠である。また、気象
に関する高度かつ専門的な知識、豊富な観測データ処理、解析技術及び気象情報システム
に関して蓄積・経験を有することが必要である。
　財団法人日本気象協会は、気象に関する観測、予報及び研究を目的に設立された公益法
人であり、本業務の実施に必要な高度な知識・技術力・実績等を有するとともに現在、上記
のマイコス気象情報をはじめとする各システムの著作権は同法人が保有している。
　よって、本業務の履行にあったては、同法人以外に存しない。
　以上の理由から、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、同法人
と随時契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4815 （財）日本気象協会 平成１７年度　気象情報提供業務
三上　幸三
天竜川上流河川事務所
駒ヶ根市上穂南７番１０号

平成17年4月1日 1,459,500

　　財団法人日本気象協会は、これらの情報を提供している唯一の機関である。
　上記の理由から、契約の性質又は目的が競争を有さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項、及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。 見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4816 （財）日本気象協会
平成１７年度　気象予測提供業務委
託

若尾　豊信
飯田国道事務所
飯田市東栄町３３５０番地

平成17年4月1日 12,243,000

　　本業務の実施にあたっては、上記の情報統合により、予測精度を向上させることを狙いと
しており、そのためには、（財）日本気象協会が開発したアメダスデータとレーダ雨量データを
合成するシステム（超短時間予測システム）、及び開発業務により導入したアメダスデータと
路面状況データを合成するシステム（雪氷予測システム）を活用することが不可欠である。ま
た、気象に関する高度かつ専門的な知識、豊富な観測データ処理、解析技術及び気象情報
システムに関して蓄積・経験を有していることが必要である。
　（財）日本気象協会は、気象に関する観測、予報及び研究を目的に設立された公益法人で
あり、本業務の実施に必要な高度な知識・技術力・実績等を有していると共に現在、上記の
マイコス気象情報をはじめとする各システムの著作権は同法人が保有している。
　よって、本業務の履行にあたっては、同法人以外に存しない。
　以上の理由から、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、同法人
と随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4817 （財）日本気象協会 平成１７年度　気象情報提供業務
榎村　康史
三峰川総合開発工事事務長
長野県上伊那郡長谷村大字溝口１５２７

平成17年4月1日 907,200

　財団法人日本気象協会は、昭和53年に気象庁の補完事業として気象情報オンラインサー
ビス「MICOS」を発足させて以来、全国各地において防災情報の提供を行っており、高水管
理に重要な要素となる降雨予測情報についても独自に開発した降雨予測モデルをもとに、全
国において各地域の気象特性に精通した技術者（気象予報士等）が情報提供やコンサル業
務を実施できる体制がとられている。
　中部地方整備局内の各事務所に対しては、道路防災情報拠点に情報を配信しており、事
務所にはWEB送信が可能な体制を有している。更にダム管理、道路管理、河川管理など各
事務所の業務に即した付属メニューを開発して納入している。
　以上、財団法人日本気象協会は、予測手法開発から管理運用にわたる総合コンサルとして
技術を有しており、当業務の遂行に 適な業者である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、随意契約するも
のである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4818 （財）日本気象協会 平成１７年度　気象情報提供業務

野村　正之
天竜川ダム統合管理事務所
長野県上伊那郡中川村大草６８８４番地
の１９

平成17年4月1日 1,220,730

　本業務を遂行するには、気象に関する広範囲で詳細な情報をダム管理に必要な画像情報
に加工処理し、的確かつ迅速に提供することが求められる。
　以上より、これら業務を遂行できるのは（財）日本気象協会以外にはない。（会計法第２９条
の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

4819 （財）日本気象協会 平成１７年度　気象情報提供業務

八田　文夫
丸山ダム管理所
岐阜県加茂郡八百津町鵜の巣１４２２番
の５

平成17年4月1日 1,260,000

　本業務の遂行には、河川流域に関する広範囲に渡る詳細な各情報を河川管理に適する画
像情報に加工処理し、さらに的確かつ迅速に提供し得る機関でなければならない。
　上記を完備し、要求を一元的に処理できる機関は「財団法人日本気象協会」のみである。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

4820 （財）日本気象協会
平成１７年度　矢作ダム気象情報提
供業務

小出　武文
矢作ダム管理所
愛知県豊田市閑羅瀬町東畑６７

平成17年4月1日 1,273,650

　　本業務を実施するには、広範囲にわたる詳細な気象諸情報を画像情報に加工処理し、か
つ確実かつ迅速に受信するシステムを導入する設備を持ち、また情報の性質から公益性が
確保されかつ正確な情報の提供が要求される。また本業務は、ダム管理のうえで重要な矢
作ダム流域の降水量予測及び矢作ダム流入量予測システムの保守管理も併せて実施して
いく必要がある。
　財団法人　日本気象協会は、気象・地象・水象に関する科学及び技術の進歩に協力すると
ともに、気象の利用方法の普及並びに指導を行うことにより気象に関する事業の発展をはか
り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とした公益法人である。財団法人日本気
象協会は、本業務を迅速かつ正確に行うことが出来、公益性が保たれる上記条件を満たす
唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随
意契約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

4821 （財）日本気象協会
平成１７年度　蓮ダム気象情報提供
業務

山本　孝之
蓮ダム管理所
三重県松阪市飯高町森１８１０の１１

平成17年4月1日 1,668,450

　　① 蓮ダム管理所及び松阪分室に端末装置をおきマイクロ回線を使用し中部地方整備局
を経由し気象情報及び短時間予測等データ受信をするものである。
　② ダム管理への活用として、受信した短時間予測（６，１２，５０時間）等利用し本業者独自
解析予測ソフトウェアを使用し、ダム湖への流出予測を行い、気象予警報の発令状況につい
ては自動で電話通報を受けるものである。
　③ 予測ソフトウェアは独自のダム管理のノウハウが使用されており、別途設置のデータ
ベースサーバとダム情報の送受信を行い一体として機能するものである。
　以上の情報は本業者から本局ホストサーバー経由でマイクロ回線を使って配信されるもの
であるため専用線を必要とする他類似業者より安定的かつ安価に受けることが出来る。
　また、現行システムのリース期間が、管理所が平成１８年３月、分室が１９年４月までてあ
る。
　以上の理由から、（財）日本気象協会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第
４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

4822 （財）日本気象協会 平成１７年度　気象情報提供業務
石橋　年孝
長島ダム管理所
静岡県榛原郡本川根町犬間５４１の３

平成17年4月1日 1,974,000

　　ダム管理に必要とされる気象情報は、多種多様な範囲に及び、流域のみならず広域的か
つ詳細な情報を必要とし、さらに的確かつ迅速な提供を受ける必要がある。
　以上の条件を満たし、これまでの情報提供実績から情報の信頼性及び、ダム操作の判断
材料として社会的信頼性を備えた気象情報を提供できる機関は、財団法人日本気象協会以
外にない。
　よって当契約目的が競争を許さないと認めるため、会計法第２９条の３第４項、及び予決令
第１０２条の４第３号により随意契約をしようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの
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4823 （財）日本気象協会
平成１７年度　小里川ダム気象情報
提供業務

中島　一好
小里川ダム管理所
岐阜県恵那郡山岡町田代１５６５－２１

平成17年4月1日 1,228,500

　　本業務の実施にあたっては、気象に関する知識、経験及び能力を有するとともに、中部地
方整備局管内の各地方気象台から発表される気象情報を短時間に収集・提供する能力並び
に広範囲にわたる気象情報を画像情報に加工し的確かつ迅速に送信するシステムを構築し
ていることが求められる。
　（財）日本気象協会は気象庁とオンラインで結ばれており、各地方気象台が提供する予警
報をリアルタイムに収集し情報提供するシステムを構築している。また、独自に気象情報提
供システム「マイコス」を構築し、防災関係機関のユーザー宛に情報提供をするシステムを有
しており、こうした情報提供業務を通じて気象情報提供に関する知識、経験を蓄積するととも
に業務を的確に処理する能力を有している。
　よって、本業務を行う者は気象情報提供に必要なシステム及び機器類の設備を保有すると
ともに、本業務に精通しており気象情報を安定的に提供することができる（財）日本気象協会
の他にない。
　上記の理由から、契約の性質又は目的が競争を有さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項、及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

4824
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度　電子納品チェックシス
テム策定他検討業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年11月24日 24,276,000

　　本業務の実施にあたっては、CALS/ECの内容を熟知し、電子納品に関する実証実験を踏
まえた技術力並びに公共事業の試行プロセス、建設分野の情報システムの状況、過去の経
緯等について専門的かつ高度な知識を有している必要ある。
　また、既存の電子納品チェックシステム（土木工事編）を元に電子納品チェックシステム（機
械設備工事編）の構築を行うため、既存のシステムに精通していることが必要不可欠であ
る。
　（財）日本建設情報総合センター（以下「センター」という）は、中立・公平な立場で建設事業
の円滑な執行に関する情報システムの調査研究及び普及を目的として設立された公益法人
である。
　センターは、電子納品に係る基準・要領（案）策定に携わっており、土木工事分野及び電気
通信設備はもとより平成１５、１６年度に機械設備工事の電子納品要領（案）の作成を行って
きており、既存システムに精通している。
　さらに、これらを策定する過程で公共事業執行プロセス、情報システムの調査及び詳細な
検討を行い、広範かつ専門的な知識を蓄積している。
　従って、本業務を適切に履行できる者は、電子納品チェックシステム等に多数の実績を有
し、CALS/ECの内容を熟知し、電子納品要領（案）機械設備工事編等の作成を行ったセン
ター以外存在しない。
　以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認めるため、会計法第２９条
の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号規定により随意契約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4825
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度　技術文献・地質調査
検索システム登録等業務委託

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成18年2月27日 3,622,500

　　本業務を遂行するにあたっては、ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄを利用した情報ｼｽﾃﾑに関する高度の技術力を
有すると共に、TRABIS及び同ｻｰﾊﾞの構成や内容を熟知していることが不可欠である。
　（財）日本建設情報総合センターは、建設情報ｼｽﾃﾑに関する調査研究、建設情報の収集・
加工・提供等の事業を実施し、当該分野での豊富な実績を有している。また、TRABISを構築
した同財団法人であり、TRABIS及び同ｻｰﾊﾞの構成や内容を熟知するものは他に存在しな
い。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び、予決令第１０２条の４第３号規定により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4826
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度　ＣＡＬＳ／ＥＣ（電子納
品）整備検討業務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成18年1月16日 96,148,500

　　本業務の遂行にあたっては、現行の基準・要領（案）及び関連システム策定・開発経緯並
びに公共事業実行プロセス・情報システムについての広範、かつ、専門的な知識が必要であ
る。
　また、公共事業受発注者間におけるデータ交換の基礎となることから、中立性・公平性を有
することが必要である。
　（財）日本建設情報総合センター（以下「センター」という）は、「建設事業の円滑な執行に関
する情報システムの研究を行い、これを広く普及するとともに、建設情報の提供を行うことに
より、建設技術の向上、建設事業の効率化を図る」こと等を目的に設立されたものであり、平
成10年度の電子納品要領（案）作成以降、継続して電子納品に係る基準・要領（案）等の策
定に携わっていることから、公共事業執行プロセス・情報システムについての広範、かつ、専
門的な知識及び公益法人のため中立性・公平性を有している。
　よって、本業務を履行できるのは、平成10年度以降本業務を継続して実施し、電子納品要
領（案）作成等に多数の実績を有しているセンター以外存在しない。
　以上の理由から、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号規
定により、センターと随意契約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4827
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度　公共事業労務費調査
改善方策検討業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年8月3日 10,605,000

　　公共事業労務費調査については、平成１５年度に設置した「労務費調査の基本的なあり
方に関する研究会」での意見等を踏まえ、建設現場のおける生産システムや就労実態の把
握など労務内容の実態把握のため新たな公共事業労務費調査の改善方策の検討を行って
きており、業務を遂行するには高度な専門知識と公平中立な立場からの意見、立案が必要と
なる。
　（財）日本建設情報総合センターは、建設情報の提供を行うことにより国民生活の高度化及
び経済の活性化に資することを目的として、建設情報の収集・加工・蓄積及び情報提供を行
うことを目的に設立された財団法人であり、建設技術の向上、建設事業の効率化を図る」こと
等を目的に設立されたものであり、公共事業労務費調査業務には携わらない第三者機関と
して、蓄積された経験と高度な専門知識で平成１５年度より、学識経験者からなる「研究会」
を継続的に運営・検討し各種の提言を基に、改善方策検討を行っている。
　今年度は、平成１６年度にとりまとめた研究会 終報告に基づき調査手法の改善検討を行
う必要があり、これまでの業務と一貫性をもって業務を遂行するためには、高度な専門知識
を有し且つ業務内容を十分熟知している上記業者の他にない。
　以上の理由から、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号規定により随
意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入
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4828
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度ユニットプライスデータ
収集・調査検討業務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年11月24日 55,188,000

　本業務の履行にあたっては、現行の設計書・図面・仕様書を基にユニット区分への変換を
行うことから、現行積算方式及びユニットプライス型積算方式に関する豊富な経験と専門的
な知識を有すること及び予定価格算出の基礎となることから中立性・公平性を有することが
必要不可欠である。
上記法人は、「建設事業の円滑な執行に資する情報システムの調査研究を行い、これを広く
普及するとともに、建設情報の提供を行うことにより、建設技術の向上、建設事業の効率化
を図る」こと等を目的に設立されたものであり、新土木工事積算（現行積算）及びユニット積算
方式を含めた土木積算の合理化に関する調査・研究等を継続的に行っているなど、土木積
算に関する豊富な経験と専門的な知識を有していること及び公益法人のため中立性・公平性
を有している。また、平成１６年度においても同様の業務を行っている実績がある。
従って、本業務を適切に行うことができる者は、現行土木積算システム及びユニットプライス
型積算の開発及び保守を行っている同法人の他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認めるため、会計法第２９条の３
第４項及び予算決算、会計令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4829
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度　災害緊急支援システ
ム改良検討業務

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年10月5日 8,872,500

　　本業務の実施にあたっては、本システムの運用面、構成するソフトウエアの内容等に熟知
していることが必要不可欠である。
　上記法人は、建設情報システムの設計に関する調査研究及び開発成果の普及促進に関す
る事業を目的に設立された公益法人であり、過年度に本災害緊急支援システムを構築し、そ
の後、改良機能アップ、システム追加を手掛けてきており、本業務の履行に必要とされる諸
条件を充足する者は、(財)日本建設情報総合センターをおいて外に見当たらない。
　以上の理由から契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令１０２条の４第３号により、随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

4830
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度　工事及び測量調査設
計業務実績情報提供業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年4月1日 7,140,000

工事・業務実績、技術者データ等の情報を持っている唯一の機関である。（会計法第２９条の
３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの －

4831
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度　建設副産物情報収集
提供業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年5月18日 9,187,500

　　建設副産物、建設発生土の再利用を促進するためには、すべての建設事業発注期間の
情報を収集し、提供を行うシステムが必要である。
　（財）日本建設情報総合センターは、建設情報の提供を行うことにより国民生活の高度化及
び経済の活性化に資することを目的として、建設情報の収集・加工・蓄積及び情報提供を
行っている財団法人であり、同法人が運営する「建設副産物情報交換システム」及び「建設
発生土情報交換システム」は、建設副産物・建設発生土に関する工事情報の収集・提供及び
建設発生土再利用促進について、すべての建設事業発注機関の情報を収集し、提供を行う
ことが可能な者は、（財）日本建設情報総合センター意外にない。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4832
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度　積算システム改良業
務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年10月4日 286,104,000

　本業務は、現在運用中の各積算現システム(土木・公園、機械設備、電気通信、ダム、調査
設計)について、積算の効率化を目的とした機能強化のため改良及び積算基準の年度改訂
に伴う歩掛及び各種データの更新・修正等ｼｽﾃﾑの改良を行うものである。中でも昨年度より
試行で行っているﾕﾆｯﾄﾌﾟﾗｲｽ積算（ｵﾌﾗｲﾝ）を現行積算（ｵﾝﾗｲﾝ）の体系の中に組み入れるこ
とは、本ｼｽﾃﾑを構築するものである。
　本業務の現行積算ｼｽﾃﾑの開発は上記法人が行い、本ｼｽﾃﾑの仕様・設計技術・知識を有
しているほか、開発改良業務及び保守管理業務を継続的に行っており、既存システムを熟知
している。
　また、ｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ及びﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽにおいて発生する著作権（財産権の及び著作人格
権）について、財産権は国が所有しているが、著作人格権の同一性保持権（著作権法第２０
条１項）は上記法人が保有している。
　さらに、上記法人は建設事業の円滑な執行に資する情報ｼｽﾃﾑの調査研究を目的とした法
人であり、公共工事の積算分野における広範な知識と経験を有している他、公共工事（土
木・公園、機械設備、電気通信、ダム、調査設計）の内容（ﾌﾟﾛｾｽ）等に付いても熟知してい
る。（会計法第２９条の３第４項及び国の物品等の調達手続の特例を定める政令第１３条第１
項第１号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4833 （財）日本造園修景協会
平成１７年度「みどりの愛護」のつど
い会場花修景計画業務

中村　敏一
木曽川上流河川事務所
岐阜市忠節町５丁目１番地

平成17年12月19日 12,810,000

　　本業務の遂行にあたっては、造園修景及び施工計画に精通し、造園修景全般についての
専門的知識と実務経験が必要である。また、行啓行事を取り扱うことから、その取り扱いは慎
重かつ中立的な立場が要求される。
　（財）日本修景協会は、都市公園、自然公園、農村公園などの公園緑地や、都市の緑化、
森林の保全、景観、並びにレクリエーションなど、調査研究、技術向上及び普及啓発に関す
る事業を行い、造園修景事業の健全な発展を推進し、もって公共の福祉の増進に寄与する
ことを目的として設立された公益法人の機関である。また、長年にわたり全国「みどりの愛
護」のつどい会場花修景計画を実施した経験もあり、本業務を迅速かつ効率的に実施できる
業務遂行能力を有している。
　以上のことから、これらの諸条件を充足するものは（財）日本造園修景協会の外にはなく、
契約の性質又は目的が競争になじまないと認められるらめ、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約をするものである。

見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行するための準
備に時間を要するもの（19年度契約で
は、企画競争を実施し、20年度以降、
総合評価による一般競争等に移行）
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4834
（財）日本道路交通情報セン
ター

平成１７年度　道路利用適正化に向
けた広報検討業務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成18年2月10日 23,467,500

　財団法人道路交通情報センターは、特殊車両通行に関する障害箇所調査、特殊車両の審
査に必要な道路情報便覧の更新、特殊車両通行許可電子申請プログラム「道路情報便覧
CD-ROM 版」及び「特殊車両ハンドブック」についても作成しており、特殊車両の通行許可制
度に関して高度な技術・知識を有している団体である。また、特殊車両通行許可情報を含む
道路交通情報・提供のための調整・運営を行っており、関係機関との連絡調整能力に優れ行
政的、施策的に高度な判断を伴う業務の実績がある。
　さらに、道路及び道路交通に関する情報の収集と提供、調査・研究等を行い、もって道路交
通の安全と円滑化に寄与するとともに、産業の進展に即した道路網の体系的整備に貢献す
ることを目的として設立された団体である。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの

一般競争等に移行するための準備に
時間を要するもの（一般競争へ移行
4718000円、企画競争へ移行
18749500円）

4835
（財）日本道路交通情報セン
ター

平成１７年度　「道の駅」道路交通
情報システム保守業務

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年4月1日 4,284,000

道路交通情報については、財団法人日本道路交通情報センターが、全国の警察・道路管理
者の情報の一元化を図り道路交通情報をオンラインで２４時間提供している。また、同セン
ターは、道路交通法に基づき事務の委託を受けて唯一の団体でもある。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争等に移行するもの

4836
（財）日本道路交通情報セン
ター

冊子１点
大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成18年2月13日 4,200,000

本書の唯一の発行元である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号）

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

4837
（財）不動産適正取引推進機
構

平成１７年度　宅建業免許及び閲覧
システム電算処理業務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年4月1日 4,579,020

　宅地建物取引業免許事務等処理システム（以下「システム」という。）は、宅地建物取引業
免許等審査事務を全国オンラインネットワーク化して免許（大臣、知事・業者）、登録（知事、
取引主任者）の厳正化、迅速化を図ろうとするものであり、具体的には、国土交通大臣免許
については、総合政策局不動産業課に設置する端末機から、個別の審査事項を入力し、ＮＴ
Ｔの通信回線で中央のコンピュータにつなぎ、効率的なデータ処理を行うとともに、入力情報
の相互チェックにより免許審査を行おうとするものである。
　財団法人不動産適正取引推進機構は、本システムの開発を行い、システムのハード・ソフト
の両面に習熟しており、また、システムの運用・管理について、宅地建物取引業免許権者間
（国土交通省及び都道府県）において同財団を「管理・運営機関」とする取り決めがされてい
ることから、本業務を処理させることのできる唯一の団体である。よって、同財団と随意契約
するものである。
（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

その他のもの 随意契約によらざるをえないもの

4838
（財）名古屋観光コンベンショ
ンビューロー

平成１７年度　ｉモビリティーセンター
の管理業務

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年4月1日 2,060,866

　　「ｉモビリティセンター」を運営するには、「オアシス２１ｉセンター」と一体的な運営が必要で
あり、「オアシス２１ｉセンター」を熟知し、臨機の判断が必要となる。
　以上より「ｉモビリティセンター」の管理については、「オアシス２１ｉセンター」の管理・運営を
行う（財）名古屋観光コンベンションビューローに委託する事により、効率的・効果的な管理が
行えるものである。
　よって、本業務について（財）名古屋観光コンベンションビューローに委託するものである。
　なお、委託に伴う経費の負担については、（財）名古屋観光コンベンションビューローの規
定に基づくものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4839
（社）河川ポンプ施設技術協
会

平成１７年度　排水機場監視操作制
御設備の標準化検討業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成18年1月30日 9,660,000

　　本業務は、人間工学的見地に基づいた操作設備の標準化の検討を行うものであり、排水
ポンプ設備や排水機場の技術基準や取扱要領に精通する等幅広く、多くの知識と高度な技
術力が必要である。また本業務の実施にあたっては、ポンプ設備に関する広範な情報を必要
とし、これらのデータを体系的に保有し収集する必要がある。さらに標準化にあたっては、特
定の技術や企業からは異なる公平かつ中立な立場での実施が必要不可欠である。上記の
条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4840 （社）建設電気技術協会
平成１７年度　電気通信施設点検マ
ニュアル検討業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成18年2月2日 7,350,000

　本業務を実施するには、電気設備、通信施設及び制御施設等電気通信施設に関する幅広
い知識とｱﾅﾛｸﾞ技術からﾃﾞｼﾞﾀﾙ技術（IP技術）まで知識を有していなければならない。また、
装置単体だけでなくｼｽﾃﾑとしての機能（複数装置を組み合わせた機能、障害時の迂回等）を
熟知している必要がある。
　管内の電気通信施設は複数の製造ﾒｰｶが納入しており、それぞれ細部の仕様は異なって
いる。このため、特定の製造ﾒｰｶ及び保守点検業者に偏ることなく公平性、中立性を有する
者で行う必要がある。
　（社）建設電気技術協会は、電気・通信・電子応用・情報通信技術をもって建設事業の効率
化、省力化、経済化及び高度化を図り、国土の均衡ある整備、保全及び経済の発展に寄与
することを目的に設立された公益法人である。
　同法人は、「平成１６年度電気通信施設点検手法検討業務」等の受注実績もあり、点検業
務に関する幅広い知識と 新の技術及び施設運用状況を熟知しており、本業務を適切に実
施出来る者は同法人をおいてほかにない。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認めるため、会計法第２９条の
３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約をしようとするもの
である。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入
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4841 （社）交通工学研究会
平成１７年度　管内万博関連道路自
転車走行環境改善調査業務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年6月28日 24,885,000

本業務を実施するにあたっては、自転車交通をはじめとした道路交通に関する情報収集能
力、高度な技術・知識が必要である。また有識者の人選においては、当該分野における人材
に精通しているとともに、レンタサイクル等の自転車走行環境の向上施策に伴う事業に利害
関係のない公平・中立な選定が必須である。
（社）交通工学研究会は、「交通工学の研究の促進と、交通に関する技術の向上普及により
道路交通の安全と円滑化及び環境と調和を図り、もって公共の福祉の増進に寄与すること」
を目的として設立された法人であり、その目的を達成するために、交通工学の研究に関する
業務経験が極めて豊富で、これらに関する卓越した高度な技術・知識を有する。また、（ 社）
交通工学研究会は「平成１６年度管内万博関連道路自転車走行環境改善調査業務委託」を
実施し、名古屋国道管内における自転車走行調査結果を踏まえた自転車走行環境のあり方
の検討を行っている。当該業務の検討内容は、本業務の目的である自転車走行環境の向上
施策の検討の前提であり、両業務は密接に関連することから、本業務の実施にあたっては、
当該業務に関する深い理解及び検討の一貫性が求められる。さらに、前述のとおり、交通工
学の研究に関する業務経験が極めて豊富なことから当該分野における人材に精通しており、
公平・中立かつ専門的な立場での有識者の選定、会議運営、資料作成、施策検討を行うた
めには（社）交通工学研究会が担当することが必須である。したがって、本業務の履行に必
要とされる諸条件を充足するものは（社）交通工学研究会の他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。よって、
上記社団と随意契約するものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

4842 （社）交通工学研究会
平成１７年度　中部地方総合物流実
態調査業務

長田　真一
東海幹線道路調査事務所
豊橋市駅前大通２丁目３３番地の１（開発
ビル６階）

平成17年8月11日 65,541,000

業務遂行にあたっては、道路交通及び各種交通施策に関する情報収集能力、幅広い知識、
経験が必要であること。また、協議会を開催するにあたり、本業務分野における人材に精通
しているとともに、公平・中立性の立場から学識者等専門家等を選定することが必要である。
社団法人交通工学研究会は、「①道路交通に関する研究を行い、経験法則及び科学的基礎
理論を確立すること。②道路施設の計画、設計及び交通流の処理等に関することの適正化
を図ること。」を目的として設立された法人であり、その目的を達成するために、道路交通の
研究に関する業務実績があり、これらに関する卓越した高度な技術・知識を有する。
また、既往調査研究の中で、「貨物車交通を分析」した事例が極めて少ない中、当研究会は
平成１１年～１４年における「東京圏の貨物車交通に関する研究業務（関東地方整備局発
注）」において、東京圏の貨物車交通に関する検討を学識者等専門家や公的機関を中心とし
た研究会の基で行っており、その分野における人材に精通していることから、公平・中立な立
場から業務を遂行できる唯一の研究機関である。
したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は社団法人交通工学研究会
の他にない。
以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約するものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

4843 （社）高層住宅管理業協会
平成１７年度　管理業務主任者に係
る登録通知書等作成業務（単価

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年4月1日 706,942

　登録通知書及び同主任者証の作成にあたっては、人為的なミスを排し、迅速かつ大量に作
業を行う必要があり、データの集中的な管理と実務に習熟した組織に外部委託することが、
当該業務の円滑な遂行に必要不可欠である。同時に管理業務主任者の氏名・住所・登録番
号等個人に関する情報を中心に取扱うため、機密保持への十分な配慮を必要とするもので
ある。よって、当該委託先の選定にあたっては、営利を目的としない中立公平な組織であると
ともに国の強い監督下に置かれる法人であることに配慮する必要がある。
 　「高管協」という。）は、旧建設大臣が昭和５４年１２月１５日付けで民法第３４条の規定によ
り設立の許可をしたマンション管理業者を社員とする社団法人であり、またマンション管理業
社団法人高層住宅管理業協会（以下「高管協」という。）は、旧建設大臣が昭和５４年１２月１
５日付けで民法第３４条の規定により設立の許可をしたマンション管理業者を社員とする社
団法人であり、またマンション管理業者の業務の改善向上を図ることを目的としてマンション
管理適正化法第９５条の規定により国土交通大臣の指定を受けた唯一の者であるともに、同
法第５８条の規定により、管理業務主任者試験の試験事務を行う機関としても指定されてい
る唯一の者でもある。
　このように、高管協は、民法の規定により設立された公益法人であり、マンション管理適正
化法の規定により指定された者であることから同法に関しても深い知識を有し、かつ国土交
通省の十分な指導監督が可能な者である。また管理業務主任者試験合格者のデータを独自
に保有・管理しているため、登録申請者及び主任者証交付申請者の情報を独自に照合確認
することも可能な者でもあり、個人情報の機密保持への十分な配慮を要しつつも、より高度
の確実性と効率性をも同時に求められる本業務を遂行できる能力を保有する唯一の者であ
る。
　以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法２９
条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするもの

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 単価契約

4844 （社）雪センター
平成１７年度　飯田国道管内凍結防
止剤散布計画検討業務委託

若尾　豊信
飯田国道事務所
飯田市東栄町３３５０番地

平成17年9月7日 10,185,000

本業務の遂行にあたっては、管内における冬季の雪寒対策フィールドとして、路面温度を線
的に収集するためにサーマルマッピング調査を実施し、その結果を今後の効率的な雪寒対
策に応用するため専門的な知識・経験に基づいた統計・解析を行う必要がある。
（社）雪センターは、路面の凍結防止方法、路面の線的データ収集（サーマルマッピング調
査）に関わる特許を取得しており、冬期道路管理のみならず雪国の現状や問題点について
豊富なデータを保有している。また、全国の雪寒地域にある約６００市町村の会員を有し、全
国の雪国の自治体と一体となった雪対策に取り組んでいる機関であり、雪に関わる専門家等
による委員会を組織し官学民各界との連携を取りながら雪対策の調査、計画を推進するな
ど、行政上の知識・経験を有し本業務を遂行できる唯一の機関である。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約をしようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4845 （社）雪センター
平成１７年度　雪寒事業広報検討業
務委託

佐々木　政彦
高山国道事務所
高山市上岡本町７丁目４２５番地

平成17年11月21日 7,665,000

社団法人雪センターは活力ある雪国づくりを目指す核となるため克雪・利雪・親雪に関する
技術開発や調査研究に加え、情報収集や提供をとおし、安全で快適な雪国の生活や雪文化
の創造に積極的に取組んでいる公益法人である。
本業務の遂行にあたっては、雪寒地域で行政が全国で進めてきた雪対策や課題に精通し、
十分な評価及び判断能力を有していることが必要である。
また、雪を克服するための施策や技術開発及び調査研究、情報提供などを通し、専門的技
術性の高い立場での業務遂行が必要である。
以上の理由から、本業務を遂行できるのは、社団法人雪センターをおいて他にない。
従って、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、上記法人と随意契約を行うもの
である。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4846 （社）雪センター
平成１７年度　越美山系雪砂防計画
検討業務委託

神野　忠広
越美山系砂防事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺１３７番地

平成17年9月15日 12,810,000

・当該社団法人は、建設省重点施策「克雪、利雪地域づくりを推進するため、雪に関する研
究、開発、技術交流等を推進するための体制の整備」を目的に設立された社団法人である。
その設立趣意として、河川、道路、住宅、下水道及び公園等の施設の整備、維持管理に関
し、克雪、利雪及び親雪等（以下「雪」という。）に関する総合的な調査、研究及び技術開発等
を行うことにより、雪に対する安全性、快適性等の向上を図り、もって地域振興と国民生活の
向上に寄与することを目的としている。
・雪に関する国の政策をはじめ、各地における雪対策の取り組みなど、相互の情報交換と交
流を深め、雪と寒さを克服し地域の特性に応じた地域づくりにかかわる活動を積極的に進め
る「全国雪対策連絡協議会」が設立され、総合的な雪対策に取り組む組織としてその事務局
を運営しており、雪崩に対する豊富な知識、高度な技術を有している。また「平成１６年度越
美山系雪砂防計画検討業務委託」も実施しており、十分な知識とノウハウを持っている。（会
計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4847 （社）雪センター
平成１７年度　１５８号油坂峠冬期
管理手法検討業務

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成18年1月19日 5,355,000

本業務の遂行にあたっては、凍結防止剤散布効率化のためのサーマルマッピング調査（路
面温度変化、気象変化の分布を線的に把握・定量化）を実施し、解析を行う必要があり、業
務遂行に必要な「凍結防止剤散布効率化のためのサーマルマッピング調査」に関する特許
は、（社）雪センターが保有している。
また、（社）雪センターは、全国の雪寒地域にある約６００市町村を会員としており、全国の雪
国の自治体と一体となった雪対策に取り組んでいる機関であり、冬期道路管理のみならず雪
国の現状や問題点について豊富なデータを保有し、雪に関わる専門家等による委員会を組
織し、官学民各界との連携を取りながら雪対策の調査、計画を推進するなど、行政上の知
識・経験を有しており、本業務を遂行できる唯一の機関である。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約をしようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4848
（社）全国軽自動車協会連合
会

平成１７年度　道路交通センサスＯ
Ｄ調査関連軽自動車抽出業務

長田　真一
東海幹線道路調査事務所
豊橋市駅前大通２丁目３３番地の１（開発
ビル６階）

平成17年8月12日 2,131,500

　　業務を円滑に遂行するにあたっては以下の条件が必要となる。
　・自動車登録ファイルを管理・保有している機関であること。
　・本調査で取り扱う情報（自動車登録番号、登録年次、自動車の種別、使用の本拠、使用
の本拠の位置、使用者の氏名または名称、使用者の住所　等）は個人情報・企業秘密に属
する情報であり、情報セキュリティの確保が出来る
　　機関であること。
　（社）全国軽自動車協会連合会は、軽自動車の盗難詐欺等による不正届けおよび不正検
査申請等の防止対策を確立し、その届出および検査申請等の業務の健全化を図ることによ
り国の行う行政に協力し、もって我が国のモータリーゼーションの健全な発達に寄与するとと
もに公共の福祉を増進することを目的に設立された公益法人であり、本業務の遂行において
必要不可欠な「自動車登録ファイル」を保有し、且つ高度な情報セキュリティ能力を備えてい
る。
したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は（社）全国軽自動車協会連
合会の他にない。
　以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２
９条の３項第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第３号に基づき、随意契約をするもので
ある。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）
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4849 （社）全国市街地再開発協会
平成１７年度中部圏の再開発事業
等に係る金融手法等の調査検討業

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成18年2月10日 6,300,000

本業務の遂行にあたっては、不動産証券化等の新たな金融手法の知識と都市再開発法や
優良建築物等整備事業等の法律・助成制度について精通していることが必要である。
また、都市再生に資する再開発事業を推進する上での①官・民との役割分担、②再開発組
合等の住民との連携、③地域における再開発事業を取り巻く実情に応じた金融手法・事業手
法に関して、事業の立ち上げから完了まで事業をサポートする立場として深く関わった豊富な
経験と幅広い知見を有する必要があり、併せて公正性・中立性も必要とされる。
社団法人　全国市街地再開発協会（以下「協会」。）は、市街地の再開発、中心市街地等にお
ける居住機能の増進等（以下「市街地の再開発等」。）に関する総合的な調査研究及び事業
の推進を図ることにより、公共の福祉の増進に寄与することを目的としており、市街地の再開
発事業に関する幅広い知識を有している。これまでも、「市街地再開発事業における資金調
達の実態調査（平成１６年度）」、「市街地再開発事業における業務代行方式の活用に係る調
査研究（平成１６年度）」、「都市中心部における円滑な市街地再開発事業の実施方策検討
調査（平成１５年度）」等を実施しており、 新の再開発事業の動向、民間事業者が参加する
事業方式の活用方策を含めた、新しい資金調達手法による再開発事業の推進方策に関する
豊富な実績と偏りのない幅広い知見を有している。
また、組合や地方公共団体、金融機関等を対象とし、市街地再開発事業等推進のための講
習会を各地で開催するなど、都市再開発法に関する知見も有している。
従って、本業務を適切に遂行することができるものは、再開発事業に関する知識、実務経験
及び中立性のある本協会において他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認めるため、会計法第２９条の３
第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものであ
る

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4850
（社）全国道路標識・標示業協
会

平成１７年度　名古屋国道管内標識
点検業務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年6月8日 7,087,500

標識改善懇談会を運営するに当たり、道路標識にかかる高度な知見に加え、行政的な公平
性、中立性が求められるため。
　以上より、本業務の履行には社団法人全国道路標識・標示業協会以外に存しないことから
随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入

4851
（社）全国道路標識・標示業協
会

平成１７年度　浜松管内標識整備検
討業務委託

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成17年8月18日 9,555,000

　　本業務の実施にあたっては、浜松河川国道事務所管内の道路標識の設置状況及び県市
町村並びに公団・公社の管理する道路案内に関しても、豊富な資料と経験・知識を有してい
る必要がある。
　（社）全国道路標識・標示業協会は、道路標識に関する研究開発並びに技術の向上を通じ
て、安全かつ円滑な道路交通の確保に資し、もって公共の福祉に寄与することを目的に設立
された機関で、昭和４０年より「道路標識ハンドブック」を発行するなど、道路標識に関する情
報・資料の収集並びに調査啓蒙等の事業実績を有し、本業務に必要とされる道路標識に関
する広範囲並びに多岐にわたる専門知識を十分に有する機関である。
　以上のことから、本業務の履行可能な者は、（社）全国道路標識・標示業協会の他にはない
と判断し、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第三号の規定に
基づき、随意契約するものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

4852
（社）全国道路標識・標示業協
会

平成１７年度　静国管内標識整備検
討業務委託

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年6月23日 14,385,000

　本業務の実施にあたっては、静岡国道事務所管内の道路標識の設置状況及び県市町村
並びに公団・公社の管理する道路案内に関しても、豊富な資料と経験・知識を有している必
要がある。
　（社）全国道路標識・標示業協会は、道路標識に関する研究開発並びに技術の向上を通じ
て、安全かつ円滑な道路交通の確保に資し、もって公共の福祉に寄与することを目的に設立
された機関で、昭和４０年より「道路標識ハンドブック」を発行するなど、道路標識に関する情
報・資料の収集並びに調査啓蒙等の事業実績を有し、本業務に必要とされる道路標識に関
する広範囲並びに多岐にわたる専門知識を十分に有する機関である。
　以上のことから、本業務の履行可能な者は、（社）全国道路標識・標示業協会の他にはない
と判断し、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第三号の規定に基づき、随意
契約するものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

4853
（社）全国道路標識・標示業協
会

平成１７年度　道路案内標識検討業
務委託

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成18年2月13日 4,357,500

　本業務の遂行にあたり、道路利用者にとってわかりやすい道路案内標識整備の方針を立
案するためには、道路標識に関する幅広い知識と、豊富な経験を有していることが必要であ
る。また、懇談会を開催するにあたっては、学識経験者や一般道路利用者の参加による、幅
広い意見による検討の場となることから、提出された意見を基に、知識と経験により、わかり
やすい道路案内標識整備の方針をとりまとめる能力を有することも必要とする。
　社団法人全国道路標識・標示業協会は、道路標識に関する研究開発並びに技術の向上を
通じて、安全かつ円滑な道路交通の確保に資し、もって公共の福祉に寄与することを目的と
して設立された法人である。
　よって、本業務の履行にあたっては、社団法人全国道路標識・標示業協会の他にはない。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4854 （社）中部建設協会
平成１７年度　砂防施設点検業務委
託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年5月27日 25,452,000

当所管内の直轄砂防施設について、防災の観点より施設状況及び周辺地形状況を点検し、
異常を発見した際には、当事務所への報告とあわせ必要に応じ市町村等の関係機関へ連絡
を行うとともに、点検結果を記録整理する本業務の実施にあたっては、管内の地形・地質・土
砂災害等に関する知識と経験を必要とし、とりわけ点検時に異常を発見した際には、その程
度により想定される被害を類推し、緊急性を認めた場合には、直ちに関係行政機関に連絡を
図り、住民対応等所要の措置を講することを求めるなど緊急時の冷静・的確な判断、行政面
の豊富な知識と経験が必要となる。また、既存の砂防資料の収集が必要な事から当所の書
庫や執務室への立ち入りを伴うため、機密の保持、公平性と中立性が重ねて求められる。更
に、観測機器の保守点検においては、機器の特性に精通し、また観測データの整理にあって
は、経年的な傾向を踏まえて整理する必要があり、豊富な経験と知識が必要である。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立
され、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な
知識と経験を豊富に有しているとともに、業務の内容上利害に直接的・間接的にも関わりを
有していない。当事務所管内にこれら全てを充足する者は（社）中部建設協会の他にはない
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4855 （社）中部建設協会
平成１７年度　砂防指定地編入調書
整理業務委託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年10月3日 15,435,000

多治見砂防国道事務所直轄砂防管内における砂防施設の砂防指定地に関わる資料を整理
作成、森林管理署、県、市町村が所有する土地、法規制、砂防指定地及び砂防施設の資料
収集及び資料の確認等を行う本業務の実施にあたっては、当事務所直轄砂防計画地域に
精通し、かつ砂防法に基づく砂防指定地等の編入手続きにかかる専門的な知識と経験が要
求される。さらに公図、登記簿謄本、課税台帳等の調査を含む土地所有者並びに財産の内
容にふれること、また砂防事業実施計画に係る内容にふれることから機密の保持が極めて
重要であり、利害に直接、間接的にも関わりのない中立な者であることが要求される。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立
され、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な
知識と経験を豊富に有しているとともに、業務の内容上利害に直接的・間接的にも関わりを
有していない。当事務所管内にこれら全てを充足する者は（社）中部建設協会の他にはな
い。以上の理由から、契約の性質上又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第
２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4856 （社）中部建設協会
平成１７年度　水文観測所保守点検
業務

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年4月5日 367,500

砂防計画検討・策定のための基礎的資料を収集するため、当所管内の水文観測所の保守
点検を行なう本業務の実施にあたっては、管内の地形・地質に関する知識と経験を必要と
し、また既存の水文観測所資料の収集が必要な事から当所の書庫や執務室への立ち入りを
伴うため、機密の保持、公平性と中立性が求められる。更に、観測機器の特性に精通する必
要がある。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立
され、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な
知識と経験を豊富に有しているとともに、業務の内容上利害に直接的・間接的にも関わりを
有していない。当事務所管内にこれら全てを充足する者は（社）中部建設協会の他にはない
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

4857 （社）中部建設協会
平成１７年度　瑞浪出張所道路巡回
業務委託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年4月1日 15,225,000

多治見砂防国道事務所の管理区間である国道１９号・２１号が良好な状態に保たれるように
巡回し、道路の状況、道路の損傷、道路構造物・付属物等の異常及び不法占用に対して所
定の措置を講ずるとともに、道路管理者への報告を行う本業務の実施に当たっては、道路法
等の関係法令等に精通していることはもとより、道路構造物等に関する専門的な技術知識及
び即時判断を行う判断能力等、行政面の豊富な知識と経験が必要となる。また、巡回の際に
は直接地域住民等と接する機会も多く、常に道路管理者の行う行政行為の補完者として中
立性・公平性・機密の保持・適切な対応が求められ、業務上、直接・間接的にも利害関係に
関わりを有しないことが必要である。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的に設立さ
れ、建設事業に関する行政補完を手がけている社団法人であり、本業務に必要な知識と経
験を豊富に有している。当事務所管内にこれら全てを充足する者は（社）中部建設協会の他
にはない。
以上の理由から契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約をしようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4858 （社）中部建設協会
平成１７年度　多治見道路管理補助
業務委託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年4月1日 34,177,500

多治見砂防国道事務所において、占用・特殊車両申請受付等の許認可事務処理、道路情
報・雨量等気象情報の収集・把握、さらには当該情報の所内関係課、道路利用者への的確
かつ迅速な提供を図り、もって、適切な道路管理及び安全かつ円滑な交通の確保、土砂災
害をはじめとする防災体制の確保を図る本業務の実施にあたっては、道路法等の関係法令
等に精通するとともに当事務所管内及び近隣地域の道路状況等に精通した知識と経験、調
査職員の指示を的確に判断する能力と適切な対応が要求される。また、業務過程において
は、直接利害関係者と接し、各種許認可に伴う個人情報を取り扱うとともに、警察機関、地方
整備局をはじめとする道路管理者等との情報連絡を行うことから、機密の保持が求められ、
直接・間接的にも利害関係に関わりのない中立的な者であることが要求される。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的に設立さ
れ、建設事業に関する行政補完を手がけている社団法人であり、本業務に必要な知識と経
験を豊富に有している。当事務所管内にこれら全てを充足する者は（社）中部建設協会の他
にはない。
以上の理由から契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約をしようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
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4859 （社）中部建設協会
平成１７年度　多治見情報連絡業務
委託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年4月1日 13,545,000

多治見砂防国道事務所及び瑞浪国道維持出張所における休日・夜間の道路情報、異常気
象情報、災害情報の収集さらには当該情報の担当職員並びに道路利用者への的確かつ迅
速な連絡・提供を図り、もって安全かつ円滑な交通の確保、土砂災害対策を始めとする防災
体制の確保を図る本業務の実施にあたっては、休日・夜間に無人となる庁舎内に常駐する。
庁舎内には契約図書、設計図書、事業計画資料等高い機密性を必要とする資料を保管して
ことから業務上、直接・間接的にも利害関係に関わりのない中立的な者であることが要求さ
れる。さらに、情報の連絡・提供は、災害時等、緊急を要する場合が多く的確かつ迅速に履
行するためには行政面の豊富な知識と経験が併せて要求される。
　（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設
立され、建設事業に関する行政補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な
知識と経験を豊富に有している。当事務所管内にこれら全てを充足する者は（社）中部建設
協会の他にはない。
以上の理由から契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約をしようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4860 （社）中部建設協会
平成１７年度　特殊車両指導取締業
務委託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年6月22日 1,155,000

多治見砂防国道事務所管内において、通行している特殊車両を調査し、道路法等の関係法
令に違反して車両を通行又は通行させている者に対し、指導・取締を行う本業務の実施にあ
たっては、道路法等の関係法令に精通していることはもとより、その過程で直接利害関係者
と接し、個人情報を扱うことから、機密の保持を求められ、また中立性、公平性、適切な対応
及び即時判断が必要とされることから、特殊車両の指導・取締の実務に精通し、かつ補完し
うる行政面の豊富な知識と経験が必要となる。（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建
設事業の進展に寄与することを目的に設立され、建設事業に関する行政の補完業務を手が
けている社団法人であり、本業務に必要な知識と経験を豊富に有している。よって、当事務
所管内にこれら全てを充足する者は（社）中部建設協会の他にはない（会計法第２９条の３第
４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4861 （社）中部建設協会
平成１７年度　占用物件調査等業務
委託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年7月22日 1,701,000

多治見砂防国道事務所管内における不法占用物件等の調査及び不法占用物件に対する個
別説明を実施する本業務の実施にあたっては、道路法及び道路占用適正化推進事業実施
要領に精通していることはもとより、道路占用く許可基準を熟知のうえ、地元住民に対して道
路法に係わる手続き等を説明する必要がある。さらに企業、住民等に戸別説明の過程で個
人情報を扱うことから、機密の保持を求められ中立性、公正性、適切な対応が求められるた
め、道路管理実務に精通し、補完しうる行政面の豊富な知識と経験が必要不可欠である。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設業務の進展に寄与することを目的として設置
され建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、かつ中立的立場の
機関である。従って、管内にこれらの諸条件を的確に遂行できる者は、社団法人中部建設協
会以外にない（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4862 （社）中部建設協会
平成１７年度　多治見砂防工事設計
技術補助業務委託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年4月1日 28,455,000

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4863 （社）中部建設協会
平成１７年度　多治見道路工事設計
技術補助業務委託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年4月1日 58,275,000

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4864 （社）中部建設協会
平成１７年度　多治見道路現場技術
業務委託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年4月1日 78,750,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4865 （社）中部建設協会
平成１７年度　多治見砂防現場技術
業務委託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年4月1日 47,407,500

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所
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契約を締結した日
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4866 （社）中部建設協会
平成１７年度　多治見砂防事業技術
補助業務委託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年4月1日 49,665,000

多治見砂防国道事務所砂防調査課が事業の実施に伴い必要となる協議・調整用資料、各種
測定資料等の関係資料を作成する本業務の実施にあたっては、調査職員の指示を的確に
判断する能力と専門的な技術的知識と共に行政の役割を十分に理解する卓越した経験が必
要となる。また、資料等の作成過程においては、事業の方向性等を示唆する情報・資料に直
接触れる機会も多くあり、厳格な機密保持が求められれ、業務の内容上直接・間接的にも利
害関係に関わりのない中立公正な立場であることが要求される。（社）中部建設協会は、建
設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立され、建設事業に関する行
政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な知識と経験を豊富に有して
いる。当事務所管内にこれら全てを充足する者は（社）中部建設協会の他にはない。以上の
理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３第
４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約をしようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4867 （社）中部建設協会
平成１７年度　多治見道路事業技術
補助業務委託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年4月1日 75,705,000

多治見砂防国道事務所道路管理課、工務第二課及び調査設計課が事業の実施に伴い必要
となる協議調整用資料、各種測定資料等の関係資料を作成する本業務の実施にあたって
は、調査職員の指示を的確に判断する能力と専門的な技術的知識と共に行政の役割を十分
に理解する卓越した経験が必要となる。また、資料等の作成過程においては、事業の方向性
等を示唆する情報・資料に直接触れる機会も多くあり、厳格な機密保持が求められ、業務の
内容上直接・間接的にも利害関係に関わりのない中立公正な立場であることが要求される。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立
され、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な
知識と経験を豊富に有している。当事務所管内にこれら全てを充足する者は（社）中部建設
協会の他にはない。以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められる
ため、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約をしようとす
るものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4868 （社）中部建設協会
平成１７年度　多治見砂防国道事業
広報補助業務委託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年5月30日 6,090,000

多治見砂防国道事務所管内において、社会資本整備の必要性と重要性を正しく理解し、さら
には、地域づくりに対する関心と実践する意識を持ってもらうことを目的に広く地域の方々に
実施する学習講座及び見学会等の補助を行う本業務の実施にあたっては、建設行政に関す
る技術的知識と経験を必要とするとともに、連絡業務において個人情報（会員約１００名、過
去会員約６００名）を取り扱うことから公平性と中立性が強く求められる。更に、現地見学に
あっては、当管内の地理及び地形特性に精通し、現場の安全管理に対しても十分な経験、知
識が求められる。
中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立され、
建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な知識と
経験を豊富に有している。当事務所管内にこれら全てを充足する者は（社）中部建設協会の
他にはない（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

4869 （社）中部建設協会
平成１７年度　キャンプ砂防業務委
託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年7月12日 903,000

行政関係者による講話、体験学習、地域文化との交流等の内容で構成する「キャンプ砂防」
の企画・運営等を行う本業務の実施にあたっては、砂防に関する知識のほか、建設行政に関
わる幅広い知識と経験を有するとともに個人情報についてもより高い信頼性が求められる。
さらに、教育上においても直接的、間接的にも利害に関わりのないことが必要である。
(社)中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立さ
れた法人であり、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業
務に必要な専門的な知識と豊富な経験を有している。当事務所管内にこれら全てを充足する
ものは(社)中部建設協会の他にはない（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

4870 （社）中部建設協会
平成１７年度　秋期イベント砂防事
業広報業務

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年10月25日 724,500

「りばーぴあ庄内川２００５」「建設技術フェア２００５in中部」において、多治見砂防国道事務
所の砂防事業広報活動を行うため、土砂災害被災状況や砂防施設の概要を網羅した展示
用パネルの掲示、土石流ビデオの上映、降雨体験機による砂防施設の効果説明を通じて、
砂防事業に関するプレゼンテーションを実施し、砂防事業の重要性を理解するために実施す
る本業務の実施にあたっては、業務の企画について、砂防事業の概要、事業の経緯、各事
業目的、既存の資料等について十分な知識と経験が必要である。また、砂防事業の経緯や
概要を十分に熟知し、既存資料の内容を把握していること、更に、既存資料収集にあたり、書
庫、執務室等への入室の機会が有るため機密の保持が求められる。
(社)中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立さ
れた法人であり、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業
務に必要な専門的な知識と豊富な経験を有している。当事務所管内にこれら全てを充足する
ものは(社)中部建設協会の他にはない（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）
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4871 （社）中部建設協会
平成１７年度　砂防ギャラリー管理
業務委託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年4月1日 7,035,000

砂防事業について広く一般の方々広報し、砂防事業をはじめ建設行政の理解を深めてもらう
ことを目的とした、砂防ギャラリーを常時（年末年始を除く）開館し、来館者に対する説明・案
内の他、各種装置の操作や展示物、資料等の管理を行う本業務の実施にあたっては、一般
の方々を対象に解りやすい説明等が求められることから、当事務所管内の砂防流域・砂防
施設などの地形、歴史、構造等及び、建設行政全般について十分な技術的知識と経験を有
するとともに、来館者よりの質問等に際しては、行政行為の補完者としての意識のもと、明確
な受け答え等の対応が求められる。
(社)中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的に設立され、
建設事業に関する行政の補完を手がけている社団法人であり、本業務に必要な知識と経験
を豊富に有している。当所管内にはこれらの諸条件を充足する者は、(社)中部建設協会の他
にない（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

4872 （社）中部建設協会
平成１７年度　用地補償技術補助業
務委託

後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年4月1日 23,205,000

当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、
国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行さ
せる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4873 （社）中部建設協会 平成１７年度　厚生福祉業務委託
後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年4月1日 3,989,356

多治見砂防国道事務所の坂上寮において清掃及び賄い等の業務を行う本業務の実施にあ
たっては、寮という特殊性から容易に業務上並びに個人の情報を知り得ることができる機会
が多いことから機密の保持が要求されるものである。又、非常時においては、臨機な対応が
求められる。これら観点から直接的、間接的にも利害に関わりのないものでなければならな
い。又、非常時における対応に精通しているものでなければならない。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的に設立され
た社団法人であり、これら業務に必要とされる知識及び豊富な経験を有している。従って当
所管内にこれらの諸条件を満たすものは（社）中部建設協会のほかにはない。以上の理由か
ら、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするも
のである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約

4874 （社）中部建設協会 平成１７年度　河川巡視業務
中村　敏一
木曽川上流河川事務所
岐阜市忠節町５丁目１番地

平成17年4月1日 49,350,000

木曽川上流河川事務所の直轄河川管理区間の河川及び河川管理施設の状況把握、河川
の占用又は利用状況、不法占用等に対する的確な処理等、即時対応が求められ河川管理
上、極めて重要な本業務の実施にあたっては、河川法を始めとする法律知識、河川管理施
設や河川構造物等に対する土木知識や水防知識、河川保全区域の建築物に対する建築知
識等の河川管理に必要な知識のみならず、河川巡視においては地域住民と直接的、間接的
に接する機会が多いこと等、行政を補完する立場から、専門的、技術的な知識と卓越した経
験を必要とすると共に業務の内容上、直接、間接的にも利害関係に関わりのない中立的立
場で、公共性、公平性を持ち職務上知り得た秘密の保持が要求される。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的とする公益
法人であり、本業務の実施に際して必要となる知識、経験を有している。同種業務を実施す
る中で、機密の保持管理を厳格に実施しており、十分な情報管理能力を有している。公益法
人として中立的な役割を担う事ができる唯一の者である。以上の理由により、会計法第29条
の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定により随意契約をおこなおうとする
ものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4875 （社）中部建設協会 平成１７年度河川管理補助業務
中村　敏一
木曽川上流河川事務所
岐阜市忠節町５丁目１番地

平成17年4月1日 37,170,000

木曽川上流河川事務所並びに木曽川第一出張所、木曽川第二出張所、長良川第一出張所
及び長良川第二出張所において、河川台帳の補正及び整理、河川法に基づく許認可申請に
係る受付、審査及び河川の不正使用、不法占用に係る指導及び取締まり、官民境界の確認
に係る立会及び審査、河川における事故に係る調査及び処理等の河川管理事務の補助業
務を行う本業務の実施に当たっては、河川等の法令に精通していることはもとより、業務実
施の過程で直接利害関係者等の個人情報に接することがあるため、機密として厳格な保持
管理が求められるとともに、直接的・間接的にも利害関係がない中立的な立場である者でな
ければならない。社団法人中部建設協会は、建設行政の推進に寄与することを目的とする
公益法人であり、本業務の実施に際して必要となる知識、経験を有している。同種業務を実
施する中で、機密の保持管理を厳格に実施しており、十分な情報管理能力を有している。公
益法人として中立な役割を担うことができる唯一の者である。以上の理由により会計法第２９
条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により随意契約を行おうとす
るものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4876 （社）中部建設協会
平成１７年度木曽三川水文観測所
保守点検業務

中村　敏一
木曽川上流河川事務所
岐阜市忠節町５丁目１番地

平成17年4月27日 22,050,000

木曽三川流域に配置されている水文観測所の保守点検を行い、正常かつ正確な観測機能
を発揮させ、水文観測の精度維持を図る本業務の実施にあたっては、水文観測所の保守点
検を行うための技術力を有しているのみならず、水文に関する豊富な知識と経験や、数多く
ある水文観測所の特徴や木曽三川の気象や水象等に精通していることが必要である。
（社）中部建設協会は、本業務の実績が多くあり、数多く存在している水文観測所の特徴や
水文観測に必要な木曽三川の気象や水象等を十分熟知しているだけでなく、これまで精度
が高く均質な結果が得られたことに裏付けされる保守点検に関する確かな技術力を有してい
る。以上のように、本業務実施者に求められる知見、経験等を有しているのは、（社）中部建
設協会以外に存在しない。このことから、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により（社）中部建設協会と随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4877 （社）中部建設協会
平成１７年度　木曽三川水文観測所
関連資料整理業務

中村　敏一
木曽川上流河川事務所
岐阜市忠節町５丁目１番地

平成17年5月30日 19,950,000

河川等の適正な管理に資するため、国土の基本情報として平成１７年の雨量、水位等の整
理、平成１５年度を中心に実施した流量観測資料を用いて水位流量曲線式等を作成するとと
もに、昭和６３年以前の観測所（雨量、水位、流量等）の基本データの資料整理を行うための
水文資料整理を行う本業務の実施にあたっては、①従前は職員が実施しており、職員に代
わる実施する行政補完業務であること。②水文に関する豊富な知識、経験を有すること。③
観測データの公表に資するため、観測成果報告書の作成にあたっては高い信頼性、公益性
を確保する必要があること。④（社）中部建設協会は、本業務の遂行に必要な知識や経験を
有することはもとより、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的とした、管内
における唯一の者であること。したがって、当所管内にこれらの諸条件を充足する者は、（社）
中部建設協会の外に存在しない。このことから、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会
計令１０２条の４第３号により（社）中部建設協会と随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

4878 （社）中部建設協会
平成１７年度　木曽三川水質調査業
務

中村　敏一
木曽川上流河川事務所
岐阜市忠節町５丁目１番地

平成17年4月12日 9,397,500

木曽三川直轄管理区間内の水質基準点において、採水、現地測定及び運搬業務を実施す
る本業務の実施にあたっては、これまでの観測データの蓄積を踏まえ、精度の高い調査結果
を得るためには、気象や水象等の状況を的確に判断した採水や現地測定が必要であり、木
曽三川に精通した知識と経験が必要である。
 （社）中部建設協会は、本業務の実績が多くあり、採水や現地測定に必要な木曽三川の気
象や水象等を十分熟知しているだけでなく、これまでこれまで精度が高く均質な調査結果が
得られていることに裏付けされる確かな技術力を有している。　以上のように本業務実施者
に求められる知見、経験等を有しているのは、（社）中部建設協会以外に存在しない。このこ
とから、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により（社）中
部建設協会と随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

4879 （社）中部建設協会
平成１７年度木曽川上流設計技術
補助業務

中村　敏一
木曽川上流河川事務所
岐阜市忠節町５丁目１番地

平成17年4月1日 22,312,500

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4880 （社）中部建設協会
平成１７年度　機械設備現場技術業
務

中村　敏一
木曽川上流河川事務所
岐阜市忠節町５丁目１番地

平成17年4月1日 25,620,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4881 （社）中部建設協会
平成１７年度木曽川上流管内現場
技術業務

中村　敏一
木曽川上流河川事務所
岐阜市忠節町５丁目１番地

平成17年4月1日 81,879,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4882 （社）中部建設協会
平成１７年度木曽三川公園技術補
助業務

中村　敏一
木曽川上流河川事務所
岐阜市忠節町５丁目１番地

平成17年4月1日 11,812,500

木曽川上流河川事務所が実施する予算要求に当たって必要となる各種資料の作成及び公
園工事等の設計資料等の作成を行う本業務の実施に当たっては、公園の計画設計及び公
園工事の施工計画等の行政を補完する専門的、技術的な知識と卓越した経験を必要として
いる。また、業務の対象となる予算要求関連資料等は、政策立案や事業執行に関連する情
報であり、機密として厳格な保持管理が求められてるとともに、利害関係のない中立的な立
場である者でなければならない。
 (社)中部建設協会は建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的とする公益法
人であり、本業務の実施に際して必要となる知識、経験を有している。　同種業務を実施する
中で、機密の保持管理を厳格に実施しており、十分な情報管理能力を有している。　公益法
人として中立的な役割を担うことができる唯一の者である。　以上の理由により会計法第29
条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定により随意契約を行おうとする
ものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4883 （社）中部建設協会
平成１７年度木曽川上流技術補助
業務

中村　敏一
木曽川上流河川事務所
岐阜市忠節町５丁目１番地

平成17年4月1日 54,694,500

木曽川上流河川事務所が実施する予算要求に当たって必要となる各種資料の作成及び河
川工事等の設計資料等の作成の補助業務を行う本業務の実施に当たっては、河川の計画
設計及び河川工事の施工計画等の行政を補完する専門的、技術的な知識と卓越した経験を
必要としている。また、業務の対象となる予算要求関連資料等は、政策立案や事業執行に関
連する情報であり、機密として厳格な保持管理が求められるとともに、利害関係がない中立
的な立場である者でなければならない。
（社）中部建設協会は建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的とする公益法
人であり、本業務の実施に際して必要となる知識、経験を有している。同種業務を実施する
中で、機密の保持管理を厳格に実施しており、十分な情報管理能力を有している。公益法人
として中立的な役割を担うことができる唯一の者である。以上の理由により会計法第２９条の
３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により随意契約を行おうとするも
のである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4884 （社）中部建設協会 平成１７年度厚生福祉業務
中村　敏一
木曽川上流河川事務所
岐阜市忠節町５丁目１番地

平成17年4月1日 3,825,248

木曽川上流河川事務所の独身寮（若鮎寮）において寮生の朝・夕食の賄い、寮屋内外の共
用部分の清掃、その他雑役務、また、水防等警戒体制時には当局の指示により非常食の賄
いを行う本業務の実施にあたっては、寮生の業務実態、事務所の事業概要、役割、地域事
情などに精通していること。当業務を指導監督する管理者には、行政経験が豊富な者、職員
に準じた心構えの保持ができる者が確保できることが必要である。また、当該業務遂行中は
寮生が不在となるため信頼できるものでなければならない。
（社）中部建設協会は、当該業務の履行実績を豊富に有しており、信頼性も高い。行政経験
の豊富な管理者を保有している。建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的
とした団体であり、事務所事業概要等に精通しており、水防等警戒体制時、非常時の対応に
も精通している。また、管内に支所があり地域実情に精通している。これらのことを満足する
契約の相手方は、営利を目的としない公益法人である（社）中部建設協会に特定される。以
上の理由により、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規
定により随意契約を行おうとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約

4885 （社）中部建設協会
平成１７年度　越美砂防管内砂防施
設巡視点検業務委託

神野　忠広
越美山系砂防事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺１３７番地

平成17年7月12日 2,520,000

越美山系砂防事務所管内の砂防施設について、堰堤の異常の有無、堰堤上流の堆砂状況
や荒廃状況を的確に把握し、その機能が十分に発揮されるよう現状の施設点検を行う本業
務の遂行にあたっては、砂防施設や周辺の地形地質を熟知し、出水後の異常等、構造物の
安全性の確認が適切にできる高度な技術的判断が必要不可欠である。
社団法人　中部建設協会は、砂防施設の調査計画から施工までの業務経験者を多数保有し
ており、砂防施設の異常・原因を見極める能力にたけているとともに、国土交通行政や砂防
関係の管理業務等に精通し、業務遂行に必要となる高度な関連技術力、関連データを有して
いる。また、当事務所管内の地形・地質・過去の災害状況など地域特性についても熟知して
いる。よって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足するものは、社団法人　中部建設
協会の他にない。　以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められる
ため、会計法第29条の3第4項および予決令102条の4第3号に基づき随意契約するものであ
る。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4886 （社）中部建設協会
平成１７年度　越美山系砂防管内現
場技術業務委託

神野　忠広
越美山系砂防事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺１３７番地

平成17年4月1日 12,558,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4887 （社）中部建設協会
平成１７年度　越美山系砂防技術補
助業務委託

神野　忠広
越美山系砂防事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺１３７番地

平成17年4月1日 37,170,000

越美山系砂防事務所工務課及び調査課が発注する工事、調査業務等の資料作成、設計・
積算などの補助業務を実施する本業務の実施にあたり、発注前の工事関係資料及び業務
執行上知り得る企業評価等に関して機密性の保持及び利害に関わりのない中立公平な立
場であることが要求される。また、調査職員の指示を適切に判断し、迅速にその処理に当た
ることができる技術的知識及び経験を必要とする。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することが目的として設立
され、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な
知識と経験を豊富に有している。当事務所管内にこれら全てを充足するものは（社）中部建
設協会の他にない。以上の理由により会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号により随意契約としようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4888 （社）中部建設協会 平成１７年度　パネル等整理作業
神野　忠広
越美山系砂防事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺１３７番地

平成17年11月25日 661,500

本業務は越美山系砂防事務所が保管しているパネル類の整理を実施する事により、資料の
散逸防止と情報検索を容易にし、今後の事業への活用を図るもので、本業務を遂行するに
あたっては、土木及び法令関係等に関する技術的知識と経験があり、特に国土交通省内、
越美山系砂防事務所の管内、業務について十分把握していることが必要である。
以上の理由により、上記推薦業者と随意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４項及
び予決令第１０２条の４第３号） その他のもの

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

4889 （社）中部建設協会
平成１７年度　砂防事業広報業務委
託

神野　忠広
越美山系砂防事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺１３７番地

平成17年6月22日 703,500

越美山系砂防事務所管内における建設行政の重要性を広く一般の方に広報し、その理解と
協力を得るための広報活動の一環として、開放講座の開催及び運営を行うもので、社団法
人中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立さ
れた法人であり、越美山系砂防事務所の事業に精通しており、行政の補助として本業務に必
要とされる十分な知識と豊富な経験を有している。また、個人情報に触れる機会もあり、秘密
の保持が必要とされる。
これらを総合的に考えると、社団法人中部建設協会の他にはないため随意契約しようとする
ものである（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4890 （社）中部建設協会
平成１７年度　越美山系砂防施設敷
地調査業務委託

神野　忠広
越美山系砂防事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺１３７番地

平成17年10月21日 4,462,500

越美山系砂防事務所が所管する砂防事業において、砂防施設敷地の適正な用地管理及び
引継図書の作成のために必要な権利調査をはじめとして、損失補償金台帳、土地売買に関
する契約書、用地実測平面図等を基に、土地の取得及び補償等の内容を整理し土地買収調
書を作成する本業務の実施にあたっては、本業務を円滑かつ迅速に進めるには、用地業務
全般にわたっての行政経験を踏まえた豊富な知識・経験が求められ、なおかつ業務遂行上
知り得る個人情報等に関しても厳重な秘密保持が必要となる業務でもある。
社団法人中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の伸展に寄与することを目的として
設立された法人であり、建設事業に関する補完業務を行うために必要となる中立的かつ公正
な立場を保持している。また行政経験を踏まえた専門的な知識や経験を豊富に有している。
当事務所管内にこれら全てを充足する者は社団法人中部建設協会の他にない。以上の理由
より、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３第４項及
び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約をしようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

4891 （社）中部建設協会
平成１７年度　岐阜国道管内道路巡
回業務

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成17年4月1日 74,172,000

道路が良好な状態に保たれるように巡回し、道路の利用状況を把握し、道路の異常及び不
法占用に対して定められた措置を講ずるとともに、道路管理者への報告並びに道路管理上
必要な情報を収集する本業務の実施にあたっては、道路の巡回及び巡回の際の地域住民と
の対応等行政行為の補助として行う業務であり、実施にあたっては道路管理に関する法令
はもとより、道路管理施設や道路構造物に対する土木的知識に精通し、道路管理を補完しう
る行政面の豊富な知識と経験が必要となる。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的に設立さ
れ、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な知
識と経験を豊富に有している。当事務所管内にこれら全てを充足する者は（社）中部建設協
会の他にない（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4892 （社）中部建設協会
平成１７年度　道路管理事務補助業
務

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成17年4月1日 24,570,000

岐阜国道事務所における道路管理資料の整備並びに道路法等の法令に定める占用・特殊
車両申請受付、許可基準への適合状況の審査、許認可事務処理等の行政補完業務を行う
本業務の実施にあたっては、その過程で直接利害関係者と接する行政行為の補助として、
道路法等の関係法令に精通していることはもとより、中立性、公平性、適切な対応、即時判
断が必要とされ、そのことより道路管理実務に精通し、道路管理を補完しうる行政面の豊富
な知識と経験が必要となる。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的に設立さ
れ、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な知
識と経験を豊富に有している。当事務所管内にこれら全てを充足する者は（社）中部建設協
会の他にはない（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4893 （社）中部建設協会
平成１７年度　岐阜国道管理技術補
助業務委託

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成17年4月1日 118,965,000

岐阜国道事務所及び出張所内における管理業務遂行上必要となる情報及び資料の作成、
収集を行う本業務の遂行にあたっては、道路法等の法令，各種要領，指針等を十分熟知した
知識及び処理能力が必要である。また業務の内容上、所轄警察署職員や地域住民等と係わ
る機会が多く、直接・間接的にも利害関係に関わりのない中立的な者であることが要求され
る。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立
され、建設事業に関する行政の補完業務手がけている社団法人であり、本業務に必要とされ
る知識と経験を豊富に有している。 当事務所管内にこれら全てを充足する者は（社）中部建
設協会の他にない。以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認めるため、
会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするもので
ある。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4894 （社）中部建設協会
平成１７年度情報管路管理補助業
務委託

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成17年4月1日 12,075,000

岐阜国道事務所の管理している一般国道において、道路掘削エ事の伴う占用工事等の事前
立会にて、埋設情報管路の位置をケーブル探査機により確認し、情報管路や光ケーブルの
切断事故を防止することを目的とした本業務の遂行に当たっては、岐阜国道事務所の情報
関連エ事における幅広い知識と豊かな経験を有し、かつ建設行政におIﾅる監督業務に携わ
るため、機密性の高い図書に接する機会が多く、機密の保持が必要である。また本業務は、
占用工事申請者等の工事の事前立会が主であるため、占用工事申請者等に対して公平か
つ信頼がおけ中立であることが必要である。
上記を満たす者は、本業務における経験・実績のある(社)中部建設協会の他にないため、随
意契約するものである（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4895 （社）中部建設協会
平成１７年度　特殊車両指導取締業
務委託

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成17年8月24日 2,047,500

道路法第４７条の３の規定に基づき特殊車両指導取締りを国土交通省職員、警察職員と一
体となって行う行政補完業務で、道路法の特殊車両通行許可条件等を十分熟知していること
はもとより指導取締の日時、場所等は非公開としているので、機密保持が必要とされる。ま
た、関係車両の運転者への応対において、確かな道路管理の行政経験が要求される。
中部建設協会は、この業務に精通し、専門的知識・経験と豊富な行政的経験を有している職
員が多数いること。また公益法人として中立的立場にあり、行政的補完業務が遂行できる、
信頼性の高い機関である。
以上のことから契約するに際し、当所管内にこうした諸条件を充足するものとしては、（社）中
部建設協会の他にはない（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
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4896 （社）中部建設協会
平成１７年度　占用物件調査等業務
委託

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成17年9月16日 3,024,000

岐阜国道事務所管内の直轄国道において道路法第３２条に違反して不法に設置されている
看板等の除却や適正化のための許可処分を推進するため、それらの実態を調査した上で、
戸別訪問による行政指導の補助業務を実施する本業務の実施にあたっては、本業務の性質
を鑑み、豊富な調査の実務経験を有することのみならず、道路関係法令に熟知した、専門的
知識と判断力に加え、業務全体のマネジメントができる者の常駐が必須である。また、行政
指導の補助という観点から適法化のための、中立・公平が担保されることが必須である。
民間・法人のうちには、調査業務を実施できる法人は存するが、中立・公平性を有し、かつ本
業務を遂行できる人材を教育指導できるのは、（社）中部建設協会のみであり、（社）中部建
設協会は「建設行政の推進と建設事業の伸展に寄与」することを目的に設立された法人で、
本業務に必要とされる豊富な調査の実務経験、専門的知識及び判断力を有する人材を多数
擁し、加えて業務遂行のための教育的指導体制を整えている。
以上の理由から、本業務は契約の性質又は目的が競争を許さないものであるため、会計法
２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、（社）中部建設協会と随意契約する
ものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4897 （社）中部建設協会
平成１７年度　岐阜国道設計技術補
助業務委託

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成17年4月1日 115,500,000

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4898 （社）中部建設協会
平成１７年度岐阜国道管内現場技
術業務委託

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成17年4月1日 224,563,500

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4899 （社）中部建設協会
平成１７年度　道路調査計画補助業
務委託

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成17年4月1日 98,805,000

岐阜国道事務所管内における改築事業において､設計協議用資料及び図面の作成、業務委
託成果の品質確認、設計変更等に必要な各種資料の作成などの業務を行う本業務の実施
にあたっては、道路構造令を初めとした関係法令や土工指針や道路橋示方書といった各種
技術基準に関する幅広い知識と客観的な見地からの資料作成能力が求められる。また各種
資料の作成及び業務遂行上知り得る企業評価等に関しては、機密性の保持及び利害に関
わりのない中立公正な立場であることが要求される。
社団法人中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として
設立され、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必
要な知識と経験を豊富に有している。当事務所管内にこれら全てを充足する者は社団法人
中部建設協会の他にない。以上の理由より会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号により随意契約としようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4900 （社）中部建設協会
平成１７年度　道路設計補助業務委
託

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成17年4月1日 68,250,000

工事等発注に係る地元・関係機関との事前協議、図面、数量計算書の整理、積算等の関連
資料のとりまとめに関する補助業務を行う本業務の実施にあたっては、道路関係の法令や
各種設計要領、指針等に関する知識が必要であるとともに、建設事業に精通した豊富な経験
と知識を有した技術者が不可欠である。また、積算基礎データを作成する際の機器取り扱い
に当たっては専門的知識も必要となる。  さらに、各種資料の作成及び業務遂行上知り得る
企業評価等に関しては、機密性の保持及び利害に関わりのない中立公正な立場であること
が要求される。（社)中部建設協会は建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目
的として設立され、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業
務に必要な知識と経験を豊富に有している。当事務所管内にこれら全てを充足する者は(社)
中部建設協会の他にない。以上の理由より会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号により随意契約としようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4901 （社）中部建設協会 降雨体験機運搬及び操作業務
永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成17年7月22日 273,000

岐阜国道事務所が主催で実施する道路ふれあい月間広報行事「みちフェスタ岐阜」におい
て、災害時の雨量を降雨体験機を通じて来場者に体験してもらう目的で、降雨体験機を会場
まで運搬し、操作・設置・撤去を行う業務で、降雨体験機は国土交通省多治見砂防国道事務
所が所有しており、各種イベント等における運搬・設置・操作は（社）中部建設協会が実施し
ている。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認めるため、会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

4902 （社）中部建設協会
平成１７年度　用地補償技術補助業
務委託

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成17年4月1日 34,230,000

当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、
国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行さ
せる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4903 （社）中部建設協会
平成１７年度　４１号美濃加茂バイ
パス裁決申請図書等作成業務

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成17年6月23日 5,670,000

４１号美濃加茂バイパス事業において、土地収用法（以下「法」という。）第３９条に規定する
裁決の申請及び法第４７条の３に規定する明渡裁決の申立てに必要な裁決申請書（法第４０
条）、明渡裁決申立書（法第４７条の３）及びその参考資料の作成並びに法第４６条に規定す
る審理に必要な資料の作成等を行う本業務の実施にあたっては、裁決申請予定案件に土地
の所有権争い及び土地の境界未確定箇所が含まれおり複雑な権利関係を整理し、被収用
者との争点を細部にわたって把握する必要があり、土地収用法、損失補償基準等の関係法
令等の豊富な知識、被収用者との争点を十分理解できるだけの用地業務全般にわたっての
豊富な経験が必要となる。また、裁決申請書、明渡裁決申立書、審理における想定問答等を
作成する必要があることから、交渉記録簿等の被収用者の個人情報を提供するため、業務
遂行上知り得る被収用者の個人情報等に関しても慎重な機密保持が必要となる業務でもあ
る。社団法人中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的と
して設立され、建設事業に関する補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な
知識と経験を豊富に有している。当事務所管内に、これら全てを充足する者は、社団法人中
部建設協会の他にない。以上の理由により、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号により随意契約としようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

4904 （社）中部建設協会 平成１７年度　厚生福祉業務委託
永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成17年4月1日 3,618,120

岐阜国道事務所菱野寮において、清掃及び賄いの業務を実施するもので、職員は道路、河
川等の維持管理業務に携わっており、台風、豪雨等の災害緊急時には緊急配置につかなく
てはならない状況にあり、非常時における臨機な対応への信頼が求められるため、受託者に
は整備局管内の事業及び地域事情にに精通し、行政経験が豊富な者の指導監督が必要で
ある。
社団法人中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として
設立された公益法人であり、大雨等の警戒態勢など、非常時の対応に精通した行政経験の
豊富な管理技術者を保有している。また、管内には支所があり、地域実情に精通している。こ
れらのことを満足する者は、営利を目的としない公益法人である中部建設協会に特定され、
会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約を行う
ものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約

4905 （社）中部建設協会
平成１７年度　高山国道管内道路巡
回業務委託

佐々木　政彦
高山国道事務所
高山市上岡本町７丁目４２５番地

平成17年4月1日 27,678,000

道路が常時良好な状態に保たれるよう道及び道路の利用状況を把握し、道路の異常及び不
法占用等に対して適宜の措置を講ずるとともに、道路管理上必要な情報及び資料を収集す
る本業務の実施にあたっては、道路管理に関する法令等はもとより、道路管理施設や道路
構造物等に対する土木的知識等が必要であること。また、道路巡視により地域住民と直接・
間接的に接することが多く、判断や言動等についても確かな道路管理業務の経験に基づくこ
とが必要であること。さらに直接・間接的な利害関係を持たないことが必要であること。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的に設立され
たものであり、長年におよぶ経験により多くの実績と豊富な人材を有し、管内に営業拠点を
設けていること。上記の諸条件を充足するのは当事務所管内においては、（社）中部建設協
会のみである（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4906 （社）中部建設協会
平成１７年度　道路管理技術補助業
務委託

佐々木　政彦
高山国道事務所
高山市上岡本町７丁目４２５番地

平成17年4月1日 17,325,000

高山国道事務所及び高山維持出張所内における管理業務遂行上必要となる情報及び資料
の作成、収集を行う本業務の遂行にあたっては、道路法等の法令、各種要領、指針等を十分
熟知した知識及び処理能力が必要。また機密性の高い資料に直接接する機会が多いことか
ら、機密の保持はもとより業務の内容を的確に判断しうることが要求される。さらに業務の内
容上、所轄警察署職員や地域住民等と係わる機会が多く、直接・間接的にも利害関係に関
わりのない中立的な者であることが要求される。
当該法人は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立された法
人であり、本業務に必要とされる専門的な知識及び豊富な経験を有し、行政補助としての建
設事業に関する業務を請け負っている。上記を満たす者は、本業務における経験・実績のあ
る（社）中部建設協会の他にないため、随意契約をするものである（会計法第２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4907 （社）中部建設協会
平成１７年度　高山国道設計技術補
助業務委託

佐々木　政彦
高山国道事務所
高山市上岡本町７丁目４２５番地

平成17年5月24日 92,977,500

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4908 （社）中部建設協会
平成１７年度　下呂高山神岡維持管
内現場技術業務委託

佐々木　政彦
高山国道事務所
高山市上岡本町７丁目４２５番地

平成17年4月1日 86,415,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4909 （社）中部建設協会
平成１７年度　改築現場技術業務委
託

佐々木　政彦
高山国道事務所
高山市上岡本町７丁目４２５番地

平成17年4月1日 45,255,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4910 （社）中部建設協会
平成１７年度　高山国道設計補助業
務委託

佐々木　政彦
高山国道事務所
高山市上岡本町７丁目４２５番地

平成17年4月1日 62,475,000

高山国道事務所における調査・設計等に伴う資料作成や資料整理を行う本業務の実施にあ
たっては
１）業務の性質上、土木関係に関する技術的知識と経験が必要である。
２）積算関係資料等の機密性の高い資料等に直接接する機会が多いことから、機密の保持
はもとより調査職員の指示内容を的確に判断しうることも要求される。
３）本業務が利害に直接・間接的にも関わりがないことが必要。
推薦業者は、当事務所管内における、業務実績と上記諸条件を充足している唯一の対象業
者である。
上記に理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められ、当該推薦業者を随
意契約するものである（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4911 （社）中部建設協会 平成１７年度　厚生福祉業務委託
佐々木　政彦
高山国道事務所
高山市上岡本町７丁目４２５番地

平成17年4月1日 7,331,211

高山会議所及び白銀嶺寮において庁舎等の内外での清掃・賄い等の業務を行うもので、業
務の実施にあたっては、多くの職員の中での業務のため、業務内容や職員のプライバシーに
ふれる機会も多く、公平・中立な者でかつ円滑な対応・信頼のおける人材の配置・誠実な履
行が必要要件である。
社団法人中部建設協会は建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的に設立
されたものであり、前述の要件を具備するとともに、長年におよぶ経験により多くの実績と豊
富な人材を有し、衛生面においても従事職員の資質の向上に努めている。よって、本業務に
必要な諸条件を充足する者としては、当管内には推薦業者以外にはない（会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約

4912 （社）中部建設協会
平成１７年度　新丸山ダム設計技術
補助業務委託

平光　文男
新丸山ダム工事事務所
岐阜県加茂郡八百津町八百津３３５１

平成17年4月1日 15,855,000

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4913 （社）中部建設協会
平成１７年度　新丸山ダム現場技術
業務委託

平光　文男
新丸山ダム工事事務所
岐阜県加茂郡八百津町八百津３３５１

平成17年4月1日 45,045,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4914 （社）中部建設協会 平成１７年度厚生福祉業務委託
平光　文男
新丸山ダム工事事務所
岐阜県加茂郡八百津町八百津３３５１

平成17年4月1日 7,854,792

新丸山ダム工事事務所の本所、伏見寮及び会議所の庁舎内外での清掃及び賄い等を行う
ものであり、本業務を実施するについては、日々庁舎内に常駐するという特殊性から容易に
情報を知り得る事ができる機会が多い事から機密の保持が要求されるものであり、この観点
から直接的、間接的にも利害に関わりのないものでなければならない。また、業務への理解
と地域性を熟知した非常時における臨機な対応ができ、信頼性が高くなければならない。さら
に当該業務の実績、信頼性、地域事情にも精通し、非常時にも対応が可能でなければならな
い。
従って、当所管内にこれらの諸条件を満たすものは、営利を目的としない公益法人である
（社）中部建設協会のほかにはない。以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さな
いと認められるため、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、随意
契約をしようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約

4915 （社）中部建設協会
平成１７年度　横山ダム水文観測施
設保守点検及び資料整理業務

松岡　博
横山ダム工事事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山１３３０番
地

平成17年4月1日 6,405,000

横山ダム工事事務所の所有する施設の保守点検及び水文資料の整理を行い、併せてダム
堤体内の揚圧力、漏水量点検を行う本業務の実施にあたっては、水文観測データの集積は
河川の計画及びダム管理上 も重要な資料となるため、常に機器の点検は欠かせないもの
であり、観測機器の点検に加えデータの内容確認を行い基礎資料として整理する必要があ
る。これには水文観測の技術力に加えデータの妥当性を判断する豊富な経験と技術力が必
要となる。また、機器の異常に対応するために即座に点検できる体制と技術者を有している
ことが求められる。堤体観測においてはダム堤体観測という特殊性からダム管理の経験を有
し業務に精通している者が望ましく、またダム堤体の基礎部の観測という危機管理上重要部
の観測であることから信頼のおける公益とすることが望ましい。これらの条件を満足させる業
者は社団法人中部建設協会以外にない。以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を
許さないと認められるため、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により
随意契約しょうとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4916 （社）中部建設協会
平成１７年度　横山ダム管理資料等
整理業務

松岡　博
横山ダム工事事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山１３３０番
地

平成17年4月1日 4,095,000

横山ダム工事事務所における管理情報及び水文資料等の整理を行う本業務の実施にあ
たっては、ダム管理のための基礎となる資料を作成するものであり、資料内容の判読等を含
め、資料内容に応じた分類と利用目的毎に整理する判断力が必要となる。これにはダム管理
の経験を有する技術が必要であり、かつ業務上庁舎執務室での作業となることから重要事
項・重要書類に接する機会があり利害に関わりのないものとしなければならない。
従って、契約するに際し当管内にこれらの諸条件を満たす者として、（社）中部建設協会以外
にない。以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法
第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しょうとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

4917 （社）中部建設協会
平成１７年度　横山ダム施設管理業
務委託

松岡　博
横山ダム工事事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山１３３０番
地

平成17年4月1日 11,550,000

横山ダム工事事務所における平日夜間及び閉庁日のダム管理施設の点検・保全・水文情
報・気象情報の接受・連絡、異常気象時の連絡等、ダム管理施設全般の補助業務を実施す
る本業務の実施にあたっては、ダム管理に精通した技術者がいる事、また、業務上庁舎執務
室へ立ち入ることから重要事項・機密資料に接する機会もあり秘密の保持ができること等か
ら利害に関わりのない中立的な者が要求される。
（社）中部建設協会は、管内において豊富な知識・経験を有していること、また、当協会は国
土建設事業の円滑化を目的に設立された法人であることから以上の条件を充足する。以上
の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号により上記業者と随意契約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4918 （社）中部建設協会
平成１７年度　横山ダム技術補助業
務

松岡　博
横山ダム工事事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山１３３０番
地

平成17年4月1日 41,044,500

横山ダム事務所において発注される工事の設計、出来形及び品質の確認、現場状況の把握
及び工事検査・設計変更等に必要な各種資料などの監督補助業務を実施する本業務の実
施にあたっては、土木工事施工管理基準をはじめ各種技術基準や客観的な現場把握能力な
らびにダムの管理に関する幅広い知識が求められる。また、業務上知り得る企業評価及び
各種資料の作成に関しては、機密性の保持及び利害に関わりのない中立公正な立場である
ことが要求される。
（社）中部建設協会は建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立さ
れ、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な知
識と経験を豊富に有している。当事務所管内にこれら全てを充足する者は（社）中部建設協
会の他にない。以上の理由より会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に
より随意契約としょうとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4919 （社）中部建設協会 平成１７年度　厚生福祉業務委託

松岡　博
横山ダム工事事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山１３３０番
地

平成17年4月1日 3,713,522

横山ダム工事事務所における給食業務、清掃等の雑役業務及び警戒体制時の給食業務を
行うもので、当事務所は、揖斐川町から約２０㎞離れており、コンビニ等の施設、又レストラン
等恒常的に給食を提供する施設もないことから本業務を行うものである。本業務は、職員の
健康管理上からも重要で豊富な経験・知識を有していること、又、業務上庁舎内へ立ち入る
ことから利害に関わりのない中立的な者が要求される。（社）中部建設協会は、管内において
豊富な知識経験を有していること。また、国土建設事業の円滑化を目的に設立された法人で
あることから以上の条件を充足する。以上の理由から、会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約

4920 （社）中部建設協会
平成１７年度　駿河・蒲原海岸巡視
業務委託

西川　友幸
静岡河川事務所
静岡市葵区田町３丁目１０８番地

平成17年5月27日 2,068,500

静岡河川事務所が所管する駿河海岸及び富士海岸蒲原工区の直轄施工区域の通常時およ
び非常時（台風通過後など）における海岸状況を巡視、通常時の巡視は、海岸保全施設及
び海岸占用または利用状況の把握並びに海岸の異常や不法占用等に対する的確な把握等
を行い、非常時の巡視は、波浪警報解除後、台風通過後などの初期情報を速やかかつ的確
に把握するため、堤防・突堤・護岸・胸壁・離岸堤・砂浜等の海岸保全施設の損傷状況、許可
工作物の状況を把握すると共に、監督職員への報告並びに海岸整備上必要となる情報を収
集する本業務の実施にあたっては、海岸に関する法令はもとより、海岸保全施設や海岸構造
物に対する土木的知識および海岸巡視により海岸保全施設の異常等を判断する行政的能
力が求められるほか海岸巡視の際に地域住民と直接的、間接的に接する機会が多いことか
ら、判断力や言動に対する確かな行政経験が求められる。
行政面の豊富な知識及び経験等、行政補完行為としての本業務を遂行できる機関は、建設
行政の推進と建設事業の発展に寄与することを目的に設立された機関である社団法人中部
建設協会以外にはない。以上の理由から、契約の性質上または目的が競争を許さないと認
めるため、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約をしよう
とするものである

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4921 （社）中部建設協会
平成１７年度　大井川河川巡視業務
委託

西川　友幸
静岡河川事務所
静岡市葵区田町３丁目１０８番地

平成17年4月1日 15,120,000

静岡河川事務所が所管する大井川直轄管理区間の通常時及び出水時における河川状況を
巡視、通常時の巡視においては、河川工作物及び河川占用または利用状況の把握並びに
河川の異常や不法占用等に対する的確な把握等を行い、出水時の巡視においては、災害時
の初期情報を速やかかつ的確に把握するため、堤防・護岸・水閘門等の河川工作物の損傷
状況、許可工作物の管理状況及び水防団の活動状況等を把握すると共に、河川管理員へ
の報告並びに河川管理上必要となる情報を収集する本業務の実施においては、河川管理に
関する法令等はもとより、河川管理施設や河川構造物に対する土木的知識及び、河川巡視
により河川施設の異常等を判断する行政的能力が求められるほか、河川巡視の際の地域住
民と直接的間接的に接する機会が多いことから、判断力や言動とに対する確かな行政経験
が求められる。
行政面の豊富な知識及び経験等、行政補完行為としての本業務を遂行できる機関は、建設
行政の推進と建設事業の発展に寄与すること目的に設立された機関である社団法人中部建
設協会以外にはない（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
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4922 （社）中部建設協会
平成１７年度　安倍川河川巡視業務
委託

西川　友幸
静岡河川事務所
静岡市葵区田町３丁目１０８番地

平成17年4月1日 15,519,000

静岡河川事務所が所管する安倍川直轄管理区間の通常時及び出水時における河川状況を
巡視、通常時の巡視においては、河川工作物及び河川占用または利用状況の把握並びに
河川の異常や不法占用等に対する的確な把握等を行い、出水時の巡視においては、災害時
の初期情報を速やかかつ的確に把握するため、堤防・護岸・水閘門等の河川工作物の損傷
状況、許可工作物の管理状況及び水防団の活動状況等を把握すると共に、河川管理員へ
の報告並びに河川管理上必要となる情報を収集する本業務の実施にあたっては、河川管理
に関する法令等はもとより、河川管理施設や河川構造物に対する土木的知識及び、河川巡
視により河川施設の異常等を判断する行政的能力が求められるほか、河川巡視の際の地域
住民と直接的間接的に接する機会が多いことから、判断力や言動とに対する確かな行政経
験が求められる。
行政面の豊富な知識及び経験等、行政補完行為としての本業務を遂行できる機関は建設行
政の推進と建設事業の発展に寄与すること目的に設立された機関である社団法人中部建設
協会以外にはない（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4923 （社）中部建設協会
平成１７年度　水文観測所保守点検
及び水文資料作成業務

西川　友幸
静岡河川事務所
静岡市葵区田町３丁目１０８番地

平成17年4月1日 11,340,000

静岡河川事務所管内の安倍川及び大井川における雨量・水位・地下水位観測所の保守点
検（データの回収を含む）を実施し、正確かつ欠測のない水文観測を行う本業務の実施にあ
たっては、河川の計画・管理・工事等の実施における基礎資料となる重要なものであり、調査
職員の指示のもとに適正に実施しなければならない。また適切に実施するためには、河川に
関わる豊かな経験と技術や水文観測技術等の各分野にわたる広範な技術経験が要求され
る。さらに水文観測は正確かつ欠測のない観測が不可欠であり、観測所の地理的・地形的・
水理的条件等を熟知し、経年的な傾向把握等による業務の継続性の確保が必要となり、行
政が行う水文観測の専門技術を有した人材が不可欠である。
行政補完行為としての本業務を遂行できる機関は、上記の諸条件を満足する（社）中部建設
協会以外にはなく、随意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

4924 （社）中部建設協会
平成１７年度　静岡河川設計技術補
助業務委託

西川　友幸
静岡河川事務所
静岡市葵区田町３丁目１０８番地

平成17年7月6日 36,120,000

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4925 （社）中部建設協会
平成１７年度　静岡河川現場技術業
務委託

西川　友幸
静岡河川事務所
静岡市葵区田町３丁目１０８番地

平成17年4月1日 44,362,500

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4926 （社）中部建設協会
平成１７年度　静岡河川技術補助業
務委託

西川　友幸
静岡河川事務所
静岡市葵区田町３丁目１０８番地

平成17年4月1日 48,247,500

静岡河川事務所が実施する公共工事の発注、及び調査業務において、調査設計成果等の
資料整理を行う本業務の実施にあたっては、土木工事及び調査業務に関する専門知識及び
経験が必要であり、機密性の高い資料に直接接する機会が多いことから機密保持が極めて
重要であり、また調査職員の指示内容を的確に理解できることも要求される。さらに、調査職
員の指示内容によっては、その対応と言動等について確かな行政経験を必要とすると共に、
利害に直接的・間接的に関わる場合が生ずるため、中立的立場を維持できることが求められ
る。
行政補完行為としての本業務を遂行できる機関は、上記の諸条件を満足する（社）中部建設
協会以外にはなく、随意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4927 （社）中部建設協会 平成１７年度　厚生福祉業務委託
西川　友幸
静岡河川事務所
静岡市葵区田町３丁目１０８番地

平成17年4月1日 11,618,421

静岡河川事務所の村下寮・安倍川寮及び会議所・梅ヶ島出張所における寮及び庁舎内外の
清掃管理及び賄等の業務を、寮内に常駐し、職員の健康管理・福利厚生、緊急時の連絡・電
話の授受等を行う本業務の実施にあたっては、当事務所の組織体制及び行政的な役割を十
分に理解するとともに、知り得る情報の部外流出防止に留意しなければならない。また、出張
所においては、業務に従事する担当者を常駐させ行うもので、執務中の庁舎内等への立ち
入りをはじめ当局の事業実施中に発生する紙屑の処分、湯茶の接待等、職員及び関係者と
の接触が頻繁に行われるため、重要文書等機密資料に接する機会も多く、秘密の保持が必
要であり、信頼度の高い人材を有するものでなければならない。
（社）中部建設協会は建設行政の推進と建設業界の進展に寄与することを目的として設立さ
れた公益法人であり、各種の建設業に関する業務の受託を実施しており、本業務に必要とさ
れる業務執行能力を有している。従って、本契約を行うに際し、当所管内にこれらの諸条件を
充足するものとしては、（社）中部建設協会しかないものと判断され、随意契約しようとするも
のである（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4928 （社）中部建設協会
平成１７年度　管内道路巡回業務委
託

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年4月1日 93,555,000

道路が良好な状態に保たれるように巡回し、道路の利用状況を把握し、道路の異常及び不
法占用に対して定められた措置を講ずるとともに、道路管理者への報告並びに道路管理上
必要な情報を収集する本業務の実施にあたっては、道路の巡回及び巡回の際の地域住民と
の対応等行政行為の補助として行う業務であることから、道路管理に関する法令はもとより、
道路管理施設や道路構造物に対する土木的知識に精通し、道路管理を補完しうる行政面の
豊富な知識と経験が必要となる。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的に設立さ
れ、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な知
識と経験を豊富に有している。当事務所管内にこれら全てを充足する者は（社）中部建設協
会の他にない。
以上の理由から、契約の性質又は日的が競争を許さないと認めるため、会計法第29条の3
第4項及び予決令第102条の4第3号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4929 （社）中部建設協会
平成１７年度　道路管理事務補助業
務委託

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年4月1日 70,245,000

静岡国道事務所における道路管理資料の整備並びに道路法等の法令に定める占用・特殊
車両申請受付、許可基準への適合状況の審査、許認可事務処理等を行う本業務の実施に
あたっては、その過程で直接利害関係者と接する行政行為の補助として行う業務であること
から、道路法等の関係法令に精通していることはもとより、中立性、公平性、適切な対応、即
時判断が必要とされ、そのことより道路管理実務に精通し、道路管理を補完しうる行政面の
豊富な知識と経験が必要となる。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的に設立さ
れ、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な知
識と経験を豊富に有している。当事務所管内にこれら全てを充足する者は（社）中部建設協
会の他にはない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認めるため、会計法第29条の3
第4項及び予決令第102条の4第3号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4930 （社）中部建設協会
平成１７年度　管理技術補助業務委
託

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年4月1日 62,737,500

静岡国道事務所の道路管理事業における各種調査や設計に必要な資料作成及び実施設計
に必要な資料作成や整理を行う本業務の実施にあたっては、土木関係に関する技術的知識
と経験及び機密性の高い資料等に直接接する機会が多いことから、機密の保持についての
信頼性が必要であり、静岡国道事務所職員の指示内容によっては、その対応と言動等につ
いて行政面の豊富な専門知識と経験が必要である。又、業務の内容上直接、間接的にも利
害に係わりのない中立的な者でなければならない。
社団法人中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の発展に寄与することを目的に設立
された機関であり、行政面の豊富な知識及び経験等、行政補完行為として本業務を遂行出
来る機関は社団法人中部建設協会の他にはない。
従って、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第三号の規定に
基づき、随意契約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4931 （社）中部建設協会
平成１７年度　占用物件調査等業務
委託

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年11月18日 4,305,000

静岡国道事務所管内の直轄国道において道路法第32条に違反して不法に設置されている
看板等の除却や適正化のための許可処分を推進するため、それらの実態を調査した上で、
戸別訪問による行政指導の補助を行う本業務の実施にあたっては、豊富な調査の実務経験
を有することのみならず、道路関係法令に熟知した、専門的知識と判断力に加え、業務全体
のマネジメントができる者が必要となる。また、行政指導の補助という観点から適法化のため
の、中立・公平が担保されることが必須である。
（社）中部建設協会は、「建設行政の推進と建設事業の進展に寄与」することを目的に設立さ
れた法人であり、本業務に必要とされる豊富な調査の実務経験、専門的知識及び判断力を
有する人材を多数擁し、加えて業務遂行のための教育指導体制を整えており、また中立・公
平性を有し、本業務を適正に実施できる唯一の機関である。
以上のとおり、本業務は契約の性質又は目的が競争を許さないものであるため、  会計法29
条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により、（社）中部建設協会と随意契約するもので
ある。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4932 （社）中部建設協会
平成１７年度　道路管理積算技術補
助業務委託

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年4月1日 109,410,000

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4933 （社）中部建設協会
平成１７年度　道路改築積算技術補
助業務委託

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年4月1日 93,135,000

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4934 （社）中部建設協会
平成１７年度　富士沼津現場技術等
業務委託

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年4月1日 72,597,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4935 （社）中部建設協会
平成１７年度　静清現場技術等業務
委託

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年4月1日 70,276,500

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4936 （社）中部建設協会
平成１７年度　電気通信現場技術等
業務委託

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年4月1日 13,545,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4937 （社）中部建設協会
平成１７年度　改築現場技術等業務
委託

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年4月1日 60,186,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4938 （社）中部建設協会
平成１７年度　電気通信技術補助業
務委託

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年4月1日 12,757,500

静岡国道事務所が実施する公共工事の設計及び施工に必要な資料作成及び施設管理デー
タ整理等を行う本業務の実施に当たっては、電気通信情報関係に関する技術的知識と経験
及び設計業務を補完する上で工事関係等の機密性の高い資料等に直接接する機会が多い
ことから、機密の保持についての信頼性が必要であり、監督職員の指示内容によっては、そ
の対応等について行政面の豊富な専門知識と経験が必要である。又、業務の内容上直接、
間接的にも利害に係わりのない中立的な者でなければならない。
社団法人中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の発展に寄与することを目的に設立
された機関であり、行政面の豊富な知識及び経験等、行政補完行為として本業務を遂行出
来る機関は社団法人中部建設協会の他にはない。従って、会計法第２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１０２条の４第三号の規定に基づき、随意契約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4939 （社）中部建設協会
平成１７年度　改築技術補助業務委
託

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年4月1日 61,845,000

静岡国道事務所の道路改築事業における各種調査や設計に必要な資料作成及び実施計画
に必要な資料作成や整理を行う本業務の実施にあたっては、土木工事施工管理基準をはじ
め各種技術基準に関する幅広い知識と経験が必要である。また各種資料の作成及び業務遂
行上知り得る企業評価等に関しては、機密性の保持及び利害に関わりのない中立公正な立
場であることが要求される。
（社）中部建設協会は建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立さ
れ、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な知
識と経験を豊富に有している。当事務所管内にこれら全てを充足する者は（社）中部建設協
会の他にない。
以上の理由より会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約と
しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4940 （社）中部建設協会
平成１７年度　事業認定準備業務委
託

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成18年1月25日 3,465,000

一般国道52号改築事業において、土地収用法（以下「法」という。）第16条に規定する事業の
認定を受けるための申請書（法第18条）及びその参考資料を準備する本業務の実施にあ
たっては、土地収用法、道路法、道路構造令、河川法、河川管理施設構造令等の関係法令
及び、事業計画から事業実施、用地の取得までの道路建設業務全般にわたって精通してい
ることが必要であるうえ、事業認定申請単位の考え方、事業の公益性、都市計画との関連、
土地利用の合理性等についての十分な理解と、その疎明方法及び書類の作成方法に関す
る豊富な知識及び経験が必要である。とりわけ本事業は、都市計画区域外での事業である
ことから、事業計画の合理性、公益性及び土地利用の合理性等については、より詳細にルー
ト比較等を行い慎重に疎明しなければならないうえ、第二東名と密接な関連があることから、
全体計画及び起業地計画が一般の事業認定申請と異なること等のため、その疎明方法及び
書類の作成方法に関して特に豊富な知識と経験を必要とするものである。また本業務は、被
収用者と任意の用地交渉が進められるなかで併行して行うため厳重な機密保持が必要であ
るとともに、業務遂行上知り得る被収用者の個人情報等に関しても厳重な機密保持が必要
である。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の伸展に寄与することを目的として設立
され、事業認定申請書の作成を含む建設事業に関する補完業務を手がけている公益法人で
あり、本業務に必要な知識と経験を豊富に有していることから、これら全てを充足し、本業務
を円滑かつ迅速に進めることができる者は（社）中部建設協会の他にない。
以上の理由により、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号に
より随意契約をするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4941 （社）中部建設協会 平成１７年度　厚生福祉業務委託
森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年4月1日 3,573,800

静岡国道事務所の清和寮の寮内に従事者を配置し、寮生の賄及び清掃等を通して、寮生の
健康管理・厚生福祉の向上を図ると共に、寮生の緊急時の連絡又は寮生に代わっての電話
の取り次ぎ若しくは郵便物等の授受等を行う本業務の実施にあたっては寮生との日常生活
において非常に綿密な関係となるため、プライバシーの保護をはじめ、知り得た個人情報等
の漏洩等十分な配慮が要求されることから、契約の相手方及び従事者との信頼関係が何よ
りも不可欠である。これらの観点から、常に寮生の安心・安全を提供し確保する必要がある。
社団法人中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として
設立され、当事務所の組織や事情等にも精通し、本業務の経験・実績も多い。従って、これら
の諸条件を満たす契約の相手方としては、唯一、社団法人中部建設協会が本業務に求めら
れる業務執行能力を有していると思慮される。よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約をしようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約

4942 （社）中部建設協会
平成１７年度　狩野川水系河川巡視
業務委託

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年4月1日 26,355,000

沼津河川国道事務所の直轄河川管理区間の河川状況及び河川の占用又は利用状況等の
把握及び排水機場の日常管理の一貫として巡視を行う本業務の実施にあたっては、河川管
理に関する法令はもとより、河川管理施設や河川構造物等に対する土木的知識等が必要で
あり、又河川巡視により地域住民等と直接・間接的に接する機会が多々あり、河川管理上の
行政行為を補完するものである。このため、その判断力や言動等については河川管理に係
る行政面の豊富な知識と経験が必要であり、実施に当たっては行政面について精通している
者でなければならない。
社団法人中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として
設立され、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、業務に必要
な知識と経験を豊富に有している。当事務所管内にこれら全てを充足する者は社団法人中
部建設協会の他にない。
以上の理由により会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第三号により随意契約
を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4943 （社）中部建設協会
平成１７年度　河川砂防海岸緊急時
巡視業務委託

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年4月1日 2,047,500

沼津河川国道事務所の直轄河川管理区間及び直轄砂防施設・直轄海岸施設における豪
雨、洪水、高潮、地震その他異常天然現象による災害による被害を防止するため、堤防・護
岸・水閘門・砂防ダム等の河川・砂防・海岸施設の損傷状況、許可工作物の撤去状況及び水
防団体等の活動状況等の防災対策上必要な情報を収集する本業務の実施にあたっては、
河川・砂防・海岸に関する法令はもとより、河川・砂防・海岸施設等に対する土木的知識等が
必要であり、また、緊急時巡視により地域住民等と直接・間接に接する機会が多々あり、その
判断力や言動については河川・砂防・海岸に関わる行政面の豊富な知識と経験が必要であ
り、行政面に精通しているものでなければならない
社団法人中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として
設立され、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、業務に必要
な知識と経験を豊富に有している。当事務所管内にこれら全てを充足する者は社団法人中
部建設協会の他にない。
以上の理由により会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第三号により随意契約
を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4944 （社）中部建設協会
平成１７年度富士海岸巡視業務委
託

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年5月18日 3,034,500

沼津河川国道事務所が所管する直轄海岸保全区域の通常時および臨時（連続する休暇の
前など）における海岸状況を巡視、通常時の巡視は、定期的に海岸保全施設及び海岸占用
または利用状況の把握並びに海岸の異常や不法占用等に対する的確な把握を行い、臨時
の巡視は、海岸の利用が本格化すると予想される時期において、海岸の利用者の視点を考
慮し、安全に海岸を利用できることを目的として、施設の状況等を速やかかつ的確に把握す
るため、堤防・護岸・消波堤・離岸堤・砂浜等の海岸保全施設の損傷状況、許可工作物の管
理状況を把握すると共に、事務所職員への報告並びに海岸管理上必要となる情報を収集す
る本業務の実施にあたっては、海岸に関する法令はもとより、海岸保全施設や海岸構造物に
対する土木的知識および海岸巡視により海岸保全施設の異常等を判断する行政的能力が
求められるほか、海岸巡視の際に地域住民と直接的、間接的に接する機会が多いことから、
判断力や言動に対する確かな行政経験が求められる。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の伸展に寄与することを目的として設立
され、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な
知識と経験を豊富に有している。当事務所管内にこれら全てを充足する者は（社）中部建設
協会の他にない。
以上の理由により、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契
約をしようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4945 （社）中部建設協会
平成１７年度　水位・雨量観測所保
守点検

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年4月1日 15,561,000

沼津河川国道事務所管内の水位・雨量観測所の保守点検及びそれらの水文観測結果（雨
量、河川水位、流量データ）を基に水文資料整理とりまとめを行う本業務の実施にあたって
は、観測所の保守点検での機器の状況や流域の他データとの関連を熟知し、豊富な知識と
業務経験と観測データの意義・重要性を理解し、確実なデータを継続してとりまとめられる能
力が必要不可欠である。また、本業務の成果は、河川の諸計画の策定や学術研究等の基礎
資料に利用されるため、資料のとりまとめは行政補完的な面を持ち、その実施にあたる者は
行政面にも精通していなければならない。
（社）中部建設協会は本業務に必要とされる知識及び経験を有した人材を確保する機関であ
り、当事務所管内にこれらの諸条件を充足する者は（社）中部建設協会をおいて他にない。
以上の理由から、会計法第２９条の３第４項、及び予算決算及び会計令第１０２条の４第三号
の規定に基づき、随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

4946 （社）中部建設協会
平成１７年度　沼津管内道路設計技
術補助業務委託

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年4月1日 93,870,000

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4947 （社）中部建設協会
平成１７年度　沼津管内河川設計技
術補助業務委託

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年5月6日 23,835,000

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4948 （社）中部建設協会
平成１７年度　道路積算・技術資料
作成補助業務委託

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年4月1日 51,870,000

当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者を選定する際、価格と同様に扱
われる技術提案の審査を補助するものであり、仮に技術提案審査に関する情報が漏洩した
場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘
義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、
専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下におい
て高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4949 （社）中部建設協会
平成１７年度　沼津管内道路現場技
術業務委託

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年4月1日 59,430,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4950 （社）中部建設協会
平成１７年度　伊豆長岡外２出張所
管内現場技術補助業務委託

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年4月1日 54,621,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4951 （社）中部建設協会
平成１７年度　御殿場管内道路現場
技術業務委託

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年4月1日 72,765,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4952 （社）中部建設協会
平成１７年度　沼津管内電気通信現
場技術業務委託

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年4月1日 25,410,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4953 （社）中部建設協会
平成１７年度　道路調査補助業務委
託

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年4月1日 43,470,000

沼津河川国道事務所が実施する道路改築事業における調査、設計、計画等に必要な資料
の作成及び整理等の調査補助業務を実施する本業務の実施にあたっては、十分な行政経
験及び行政行為の補助としての豊富な知識や経験を有するとともに、業務の遂行上、機密性
の高い資料等に直接接する機会が多いことから、機密を保持する万全の体制がとれる者で、
かつ、直接・間接的にも利害に係わりのない中立公正な立場であることが要求される。
社団法人中部建設協会は建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設
立され、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要
な知識と経験を豊富に有している。当事務所管内にこれら全てを充足する者は社団法人中
部建設協会の他にない。
以上の理由により会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約
を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4954 （社）中部建設協会
平成１７年度　狩野川技術補助業務
委託

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年4月1日 68,313,000

沼津河川国道事務所が実施する河川関係の調査・設計・計画・発注・協定・申請・説明等に
必要な資料作成等の補助業務を実施する本業務の実施に当たっては、土木に関する技術的
専門知識と経験は無論のこと、資料作成業務を補完する上で工事関係等の機密性の高い資
料等に直接接する機会が多いことから、機密の保持については十分注意を払う必要があり、
かつ調査職員の指示内容を的確に把握しうることが要求され、調査職員の指示内容によって
はその対応と言動等について行政面の豊富な専門知識と経験が必要である。また、直接・間
接的にも利害に係わりのない中立公正な立場であることが要求される。
（社）中部建設協会は建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立さ
れ、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な知
識と経験を豊富に有している。当事務所管内にこれら全てを充足する者は（社）中部建設協
会の他にない。
以上の理由より会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約と
しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4955 （社）中部建設協会
平成１７年度　狩野川資料館運営業
務

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年4月1日 9,828,000

本業務は、狩野川資料館等において、その運営補助を行う本業務の実施にあたっては、資
料の内容に応じた分類と利用目的毎に整理する判断力が要求されるとともに、建設行政全
般に渡る幅広い知識と経験を有し、行政行為の補助としての専門的な知識と経験が必要で
ある。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的とし、公益
に関する事業を行い、営利を目的としない公益法人である。建設行政に関する業務の委託を
行っており、行政面の豊富な経験等、本業務に必要とされる業務執行能力を有する人材を多
数要している。
従って、本業務を行うに際し当所管内にこれらの諸条件を充足する者としては（社）中部建設
協会のみである。よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号に基づき、
（社）中部建設協会と随意契約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

4956 （社）中部建設協会
平成１７年度　用地補償技術補助業
務委託

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年4月1日 23,383,500

当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、
国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行さ
せる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4957 （社）中部建設協会
平成１７年度　狩野川改修木瀬川地
区事業認定申請図書等作成業務

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年10月5日 3,675,000

狩野川改修木瀬川地区における土地収用法第１６条の規定に基づく事業認定申請のため、
同法第１８条に規定する事業認定申請書及び添付書類並びに参考資料の作成、同法１５条
の１４に規定する説明会のための説明資料の作成及び説明会の準備を行う補助業務を実施
する本業務の実施にあたっては、事業認定申請単位の考え方、書類作成の方法、事業の公
益性、土地利用の合理性等の疎明方法等の事業認定に関する専門知識を十分理解し、さら
に、当業務を円滑かつ迅速に進めるためには、土地収用法、河川法等の関係法令及び事業
計画、事業実施、用地の河川行政全般にわたっての豊富な知識及び経験が必要となる。ま
た、当業務は、被収用者と任意の用地交渉を進めるなかでの、土地収用法の手続を前提とし
た業務であるため、慎重な機密保持が必要であるとともに、業務上知り得る被収用者の個人
情報に関しても、慎重な機密保持が必要となる業務である。土地収用法第１５条の１４に規定
する説明会は、事業の目的及び内容を、当該事業認定に関して利害関係を有する者に説明
するもので、事業認定申請の要件となる説明会である。説明会準備業務の実施にあたって
は、事業計画の合理性及び公益性について十分理解し、さらに、土地収用法、河川法等の
関係法令及び事業計画、事業実施、用地の河川行政全般にわたっての豊富な知識及び経
験が必要となる。また、当業務は、当該事業認定に関して利害関係を有する者が８００名を超
えることから、当業務を円滑かつ迅速に進めるには、本説明会に関する土地収用法上の十
分な知識と実務経験が必要となる。なお、本業務のうち事業認定申請図書作成業務は、既に
実施した　平成１６年度　狩野川改修木瀬川地区事業認定申請図書作成業務（受託者：社団
法人　中部建設協会）で作成した事業認定申請図書の内容を、事業認定の申請に向けて修
正する業務であること、また、説明会準備業務は、本事業認定申請図書に記載された内容を
利害関係者への説明資料として作成するもので、事業認定申請図書作成業務と密接に関連
する業務であることから、実施済業務の履行にあたり参照した情報、履行の経験、秘匿すべ
き情報、関係者の情報等を詳細に熟知した（社）中部建設協会に契約の相手方が限定される
業務でもある。

（社）中部建設協会は、「建設行政の推進と建設事業の進展に寄与」することを目的として
設置され、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている法人であり、本業務に必要
な知識と経験を豊富に有しており、当事務所管内には上記の必要な要件を全て充足する
者は他にはない。以上の理由により会計法第２９条の３第４項及び会計決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

4958 （社）中部建設協会
平成１７年度　１号東駿河湾環状道
路事業認定事前説明会業務委託

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年9月21日 4,620,000

一般国道１号改築（東駿河湾環状道路）事業の事業認定申請に先立ち、土地収用法第１５条
の１４の規定に基づく事前説明会の開催のための準備業務を行う本業務の実施にあたって
は、事前説明会は、事業の目的及び内容について当該事業の認定について利害関係を有
する者に説明を行うことから、事業認定をはじめ土地収用手続きに関する法令・基準・規定等
に精通しており道路行政全般にわたって相当な知識と経験を有し、業務の内容上、直接・間
接的にも利害に関わりのない中立的な立場で事前説明会の準備に係る事案に対処できる処
理能力を有し、かつ業務遂行によって知り得た個人等の財産、文書等の機密保持が必要で
ある。
社団法人中部建設協会は、「建設行政の推進と建設事業の進展に寄与」を目的として設置さ
れ、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な知
識と経験を豊富に有している。 当事務所管内にこれら全てを充足する者は社団法人中部建
設協会の他にない。
以上の理由により会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

4959 （社）中部建設協会
平成１７年度天城北道路事業認定
検証図書作成業務

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年12月16日 2,310,000

一般国道４１４号天城北道路改築工事事業における土地収用法第１６条の規定に基づく事
業の認定を受けるための事業認定申請書（法第１８条）及びその参考資料の作成を行う本業
務の実施にあたっては、事業認定申請単位の考え方、都市計画との関連、書類作成の方
法、事業の公益性、土地利用の合理性等の疎明方法について十分理解していることが必要
であるとともに、土地収用法、道路法等の関係法令及び事業計画、事業実施、用地の建設業
務全般にわたっての豊富な知識及び経験が必要となる。また、当該事業は伊豆縦貫自動車
道の一環として位置付けられているが前後区間が未事業化区間であること、本事業認定申
請は、暫定幅員による申請となること、及び本線区間と連絡路区間による全体計画となること
等により、本業務を円滑かつ迅速に進めるには、収用業務全般の豊富な知識と経験を必要
とするものである。なお、本業務は、被収用者と任意の用地交渉が進められるなかでの土地
収用法の手続を前提とした業務であるため慎重な機密保持が必要であるとともに、業務遂行
上知り得る被収用者の個人情報等に関しても慎重な機密保持が必要となる業務でもある。
社団法人中部建設協会は、「建設行政の推進と建設事業の進展に寄与」することを目的とし
て設置された法人であり、本業務に必要な知識と経験を豊富に有している。また、当事務所
管内に、これら全てを充足できる者は、者は社団法人中部建設協会の他にない。
以上の理由から、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より随意契約をしようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4960 （社）中部建設協会 平成１７年度　厚生福祉業務委託
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年4月1日 6,607,683

徳倉外原寮における建物内外の清掃及び賄等の業務を行う本業務の実施にあたっては、部
内外者との打ち合わせ等によって知り得る情報等についても留意し、機密の保持等が要求さ
れ、これらの観点から直接・間接にも利害に関わりのない中立的な者でなければならない。
社団法人中部建設協会は、「建設行政の推進と建設事業の進展の寄与」を目的として設立さ
れた法人であり、本業務に必要とされる知識、経験及び判断力を有する者を多数擁している
と共に、行政経験が豊富な者の指導監督、職員に準じた心構えの保持も高度に確立されて
いる組織体である。また、管内に支所があり、地域事情に精通しているため緊急性が重視さ
れる災害時にも対応が可能である。従って、これらの諸条件を満足する者は社団法人中部
建設協会の他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと判断され、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4項第3号の規定により随意契約をしようとするものであ
る。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約

4961 （社）中部建設協会
平成１７年度　水文観測所保守点検
及び水文資料作成業務

冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年7月27日 4,966,500

富士砂防事務所管内の雨量・水位・積雪等の観測所の保守点検（データ回収を含む）及び水
文観測、水文資料作成を実施する本業務の実施にあたっては、より適切な観測により一定の
精度を確保する必要があり、受注者の違いによる水文観測結果の相違や整理手法による相
違、整理年によるデータの品質の格差が生じないように配慮することが必要である。また、水
文観測所保守点検・資料整理業務は行政事務の補完作業であり、高い公益性と信頼性を必
要とする。水文観測所の保守点検業務は、観測データの品質の確保及び欠測をなくすことを
目的として実施している。保守点検にあたっては、水文観測所の特性や現場条件を十分把握
し、観測機器に精通している者が実施する必要があるとともに、水文観測に関する専門的な
経験が必要になる。また、出水時などの緊急な対応が迅速にできる体制が必要である。資料
整理業務においては、水文観測に関する十分な経験から観測所の特性を把握し、過去の専
門的な経験等から欠測の補完や異常値の処理を適切に行う必要があるとともに、資料のとり
まとめは行政補完的な面を持ち、その実施にあたる者は行政面にも精通していなければなら
ない。
中部建設協会は、長期間にわたる水文観測業務や水文資料整理業務に関する経験を持つ
技術者を有しており、その経験を蓄積しているとともに水文資料の品質確保の重要性を確実
に認識し、保守点検、資料整理業務を継続的に履行している実績があり、上記諸条件を確実
に実行し当該業務を実施できる唯一の機関である。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認めるため、（社）中部建設協会
と随意契約しようとするものである（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

4962 （社）中部建設協会
平成１７年度　富士宮砂防出張所新
築現場技術業務委託

冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年4月1日 3,045,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4963 （社）中部建設協会
平成１７年度　富士砂防電気通信現
場技術業務委託

冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年4月1日 12,810,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4964 （社）中部建設協会
平成１７年度　富士山源頭域調査工
事現場技術業務委託

冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年4月1日 15,540,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4965 （社）中部建設協会
平成１７年度　富士砂防現場技術業
務委託

冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年4月1日 42,840,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4966 （社）中部建設協会
平成１７年度　富士砂防地すべり対
策技術補助業務委託

冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年4月1日 28,035,000

富士砂防事務所が実施する地すべり対策業務に伴う資料作成及び、公共工事等の施工現
場において、資料整理・監督補助業務等を実施する本業務の実施にあたっては、地すべり対
策業務に関する専門的知識及び経験や、国土交通省が発注する施工現場において、出来
形管理及び品質管理、施工段階確認と書類による記録管理が必要であり、適切に業務を遂
行するためには、機密の保持はもとより行政的知識・経験と専門的技術を有した人材が不可
欠である。
（社）中部建設協会は建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立さ
れた社団法人であり、建設事業に関する事業の受託を行っており、行政面の豊富な知識及
び経験等本業務に必要とされる業務執行能力を有している。行政補完行為としての本業務を
遂行できる機関は、上記の諸条件を満足する社団法人中部建設協会以外にはない。
以上の理由から、会計法第２９条の３第４項、及び予算決算及び会計令第102条の４第３号
の規定に基づき、随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4967 （社）中部建設協会
平成１７年度　富士砂防技術補助業
務委託

冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年4月1日 37,380,000

富士砂防事務所が実施する調査業務等において、調査設計成果整理等の補助業務を行う
本業務の実施にあたっては、直接・間接的に地方自治体や地域住民等と係わる機会が多い
こと、並びに機密性の高い資料等に直接接する機会が多いことから機密の保持はもとより、
調査職員等の指示内容を的確に判断できる土木関係の技術的な知識と経験が要求される。
さらに、調査職員等の指示内容によっては、その対応と言動等について確かな行政的な知識
と経験を必要とするとともに、利害に直接的・間接的にも関わる場合が生ずるため、中立的な
立場を維持できる者でなければならない。
(社)中部建設協会は建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立さ
れた社団法人であり、建設事業に関する事業の受託を行っており、行政面の豊富な知識及
び経験等本業務に必要とされる業務執行能力を有している。行政補完行為としての本業務を
実施できる機関は、上記の諸条件を満足する(社)中部建設協会以外にない。
以上の理由から、会計法第２９条の３第４項、及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
の規定に基づき、随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4968 （社）中部建設協会
平成１７年度　富士砂防管内設計技
術補助業務委託

冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年4月1日 14,983,500

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4969 （社）中部建設協会
平成１７年度　富士砂防広報資料作
成業務

冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年4月1日 28,581,000

富士砂防事務所が実施する各種広報の企画・立案・運営・設営及びとりまとめ等を行う本業
務の実施にあたっては、直接・間接的に地方自治体や地域住民等と係わる機会が多いこと、
並びに調査職員等の業務を補完する上で機密性の高い資料等に直接接する機会が多いこ
とから機密の保持はもとより、調査職員等の指示内容を的確に判断できる土木関係の技術
的な知識と経験が要求される。さらに、調査職員等の指示内容によっては、その対応と言動
等について確かな行政的な知識と経験を必要とするとともに、利害に直接的・間接的にも関
わる場合が生ずるため、中立的な立場を維持できる者でなければならない。
(社)中部建設協会は建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立さ
れた社団法人であり、建設事業に関する事業の受託を行っており、行政面の豊富な知識及
び経験等本業務に必要とされる業務執行能力を有している。行政補完行為としての本業務を
実施できる機関は、上記の諸条件を満足する(社)中部建設協会以外にない。
以上の理由から、会計法第２９条の３第４項、及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
の規定に基づき、随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

4970 （社）中部建設協会
平成１７年度　由比地すべり用地補
償技術補助業務委託

冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年10月12日 5,460,000

当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、
国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行さ
せる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4971 （社）中部建設協会
平成１７年度　由比地すべり対策権
利調査

冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年5月26日 17,325,000

由比地区地すべり対策事業に必要な土地の権利者等を確定するための補助業務を行う本
業務の実施にあたっては、法務局で行う公図の転写と登記簿調査を行った後、その調査結
果を基に、戸籍簿等の調査で権利者を確定することとなるが、その内容の多くは、複雑な権
利関係と相続関係の解明を必要とするものである。また、権利者等の関係者がこの事業の
計画に対して同意を得ていない段階で調査を行うことから、個人の財産権やプライバシーに
関わるため慎重な調査と十分な機密保持が必要である。また、住民票や戸籍簿謄本等は交
付申請方式により行うことから、相続等に関する原戸籍、除籍簿等による追跡手法につい
て、民法等の法律の専門的知識や行政的経験を基に相続人を確定する必要がある。
（社）中部建設協会は、「建設行政の推進と建設事業の発展に寄与」を目的として設置された
法人であり、本業務に必要とされる専門的知識及び行政的経験を有しており、かつ個人財産
等の機密保持について高い信頼性を有している。
本業務の遂行に必要な諸条件を満足するのは当該法人以外にない（会計法第２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

4972 （社）中部建設協会
平成１７年度　富士宮砂防出張所管
内権利調査

冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年6月14日 4,200,000

凡夫沈砂地工及び千束第２堰堤工群事業に必要な土地の権利者等を確定するための補助
業務を行う本業務の実施にあたっては、法務局で行う公図の転写と登記簿調査を行った後、
その調査結果を基に、戸籍簿等の調査で権利者を確定することとなるが、その内容の多く
は、複雑な権利関係と相続関係の解明を必要とするものであり、権利者等の関係者がこの
事業の計画に対して同意を得ていない段階で調査を行うことから、個人の財産権やプライバ
シーに関わるため慎重な調査と十分な機密保持が必要である。 また、住民票や戸籍簿謄本
等は交付申請方式により行うことから、相続等に関する原戸籍、除籍簿等による追跡手法に
ついて、民法等の法律の専門的知識や行政的経験を基に相続人を確定する必要がある。
（社）中部建設協会は、「建設行政の推進と建設事業の発展に寄与」を目的として設置された
法人であり、本業務に必要とされる専門的知識及び行政的経験を有しており、かつ個人財産
等の機密保持について高い信頼性を有している。
本業務の遂行に必要な諸条件を満足するのは当該法人以外にない（会計法第２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

4973 （社）中部建設協会 平成１７年度　厚生福祉業務委託
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年4月1日 3,552,479

三園平寮の給食業務及び清掃等の雑役務業務、事務所の清掃等の雑役務業務を行う本業
務の実施にあたっては、行政事務の補助的業務として日々宿舎・事務所等内に常駐し、職員
に接する機会も多いことから、知り得た情報等については、部外流出防止に留意しなければ
ならない等、何より機密の保持が要求されるものであり、またこれらの観点から直接・間接的
にも利害に関わりのない中立的な者でなければならない。
社団法人中部建設協会は、「建設行政の推進と建設事業の進展の寄与」を目的として設立さ
れた法人であり、本業務に必要とされる知識、経験及び判断力を有する者を多数擁している
と共に、行政経験が豊富な者の指導監督、職員に準じた心構えの保持も高度に確立されて
いる組織体である。また、管内に支所があり、地域事情に精通しているため緊急性が重視さ
れる災害時にも対応が可能である。従って、これらの諸条件を満足する者は社団法人中部
建設協会の他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと判断され、会計法第２９条の３第
４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により随意契約をしようとするもので
ある。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約

4974 （社）中部建設協会
平成１７年度　天竜川・菊川河川巡
視業務委託

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成17年4月1日 41,895,000

浜松河川国道事務所が管理する、天竜川・菊川の直轄管理区間について、河川が良好な状
態に保たれるよう、河川及び河川管理施設、河川敷地利用状況等を把握し、河川の異常及
び不法行為に対して、適切な処理を講ずるとともに、河川管理上必要な情報及び資料の収
集を行う本業務の実施にあたっては、河川管理全般に関する豊富な経験と専門的な知識・管
内直轄河川の現況理解、河川管理行政、事務処理の高度な補完能力と経験・判断力・中立
性・公平性を有し、巡視員を編成させ、的確かつ迅速な河川巡視業務を遂行する行政面の
豊富な知識と経験が必要となる。
（社）中部建設協会は、「建設行政の推進と建設事業の進展の寄与」を目的として設置され、
建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要とされる
専門的な知識・経験及び判断力を豊富に有している。したがって、当所管内にこれらの諸条
件を充足する者は(社)中部建設協会の他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4975 （社）中部建設協会
平成１７年度　河川管理管理補助業
務委託

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成17年4月1日 7,402,500

浜松河川国道事務所の中ノ町出張所・平田出張所における各種河川管理事務資料作成・整
理、許認可事務処理、河川情報の接受・連絡等、河川管理に関する補助業務を実施する本
業務の実施にあたっては、河川管理全般に関する豊富な経験と専門的な知識、管内直轄河
川の現況理解、河川管理行政、事務処理の高度な補完能力と経験・判断力・中立性・公平性
を有し、的確かつ迅速な業務を遂行することが求められるところである。
（社）中部建設協会は、「建設行政の推進と建設事業の進展の寄与」を目的として設置され、
建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要とされる
専門的な知識・経験及び判断力を豊富に有している。したがって、当初管内にこれらの諸条
件を充足する者は(社)中部建設協会の他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4976 （社）中部建設協会
平成１７年度　菊川・天竜川観測所
保守点検及び水文資料作成業務

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成17年4月1日 15,645,000

菊川及び天竜川の雨量、水位、地下水観測所の保守点検及び各観測結果を水文資料として
整理とりまとめを行う本業務の実施すにあたっては、河川での豊富な実務経験、水文観測所
に関する専門的な技術的知識と卓越した経験を必要とするとともに、業務の性格上、直接・
間接的にも利害関係に関わりのない中立的な者であることが要求される。
（社）中部建設協会は、「建設行政の推進と建設事業の進展の寄与」を目的として設置され、
建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要とされる
専門的な知識・経験及び判断力を豊富に有している。したがって、当所管内にこれらの諸条
件を充足する者は(社)中部建設協会の他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

4977 （社）中部建設協会
平成１７年度　新豊根ダム施設管理
業務委託

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成17年4月1日 15,865,500

豊根ダムにおける、土日祝祭日及び平日夜間におけるダム施設の作動状況の確認、点検及
び気象水象に係わるダム管理に必要な情報の接受、関係職員への連絡、関連データ処理等
の補助業務を行う本業務の実施にあたっては、ダム管理全般に関する豊富な経験と専門的
な知識、当ダムの施設状況等に精通し、緊急時の対外的対応や、ダム観測機器の操作・点
検・記録並びに整理等、ダム管理行政の高度な補完能力と処理能力及び公平性・中立性を
有し、的確かつ迅速な緊急時対応等の業務を遂行することが求められるところである。
（社）中部建設協会は、「建設行政の推進と建設事業の進展の寄与」を目的として設置され、
建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要とされる
専門的な知識・経験及び判断力を豊富に有している。したがって、当初管内にこれらの諸条
件を充足する者は(社)中部建設協会の他にない。
以上の理由から、契約の性質又は、目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4978 （社）中部建設協会
平成１７年度　浜松管内道路巡回業
務委託

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成17年4月1日 53,109,000

浜松河川国道事務所管内の直轄国道について、道路が常時良好な状態に保たれるように巡
回し、道路及び道路の利用状況を把握し、道路管理者への報告並びに道路管理上に必要な
情報を収集する本業務の実施にあたっては、道路管理に関する法令はもとより、道路管理施
設や道路構造物に対する土木的知識に精通し、道路管理を補完しうる行政面の豊富な知
識・経験及び中立性・公平性が必要となる。
（社）中部建設協会は、「建設行政の推進と建設事業の進展の寄与」を目的として設置され、
建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な知識と
経験を豊富に有している。したがって、当所管内にこれらの諸条件を充足する者は(社)中部
建設協会の他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4979 （社）中部建設協会
平成１７年度　浜松管内道路管理技
術補助業務委託

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成17年4月1日 43,323,000

浜松河川国道事務所における各種の道路管理技術・事務資料作成・許認可事務処理及び
情報機器類操作等の補助業務を行う本業務の実施にあたっては、その過程で直接利害関係
者と接する行政行為の補助として行う業務であることから、道路法等の関係法令に精通して
いることはもとより、適切な対応、即時判断及び中立性・公平性が必要とされ、道路管理実務
に精通し、道路管理を補完しうる行政面の豊富な知識と経験が必要となる。
（社）中部建設協会は、「建設行政の推進と建設事業の進展の寄与」を目的として設置され、
建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要とされる
専門的な知識・経験及び判断力を豊富に有している。したがって、当所管内にこれらの諸条
件を充足する者は(社)中部建設協会の他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4980 （社）中部建設協会
平成１７年度　浜松管内情報連絡業
務委託

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成17年4月1日 13,230,000

浜松河川国道事務所の閉庁日及び平日夜間における、管内営造物に関連する各種情報（各
関係機関からの緊急情報・一般関係者からの情報・気象庁からの各種異常気象情報等々）
の接受、関係職員への情報連絡並びに緊急時における道路情報提供サービス等を行う本業
務の実施にあたっては、道路及び河川の管理行政全般に関する豊富な経験・知識・公平性・
中立性を有し、的確かつ迅速な緊急時の情報連絡等の業務を遂行することが必要となる。
（社）中部建設協会は、「建設行政の推進と建設事業の進展の寄与」を目的として設置され、
建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要とされる
知識及び経験を豊富に有している。したがって、当所管内にこれらの諸条件を充足する者は
(社)中部建設協会の他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4981 （社）中部建設協会
平成１７年度　占用物件調査業務委
託

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成17年10月31日 1,207,500

浜松河川国道事務所管内の直轄国道において道路法第３２条に違反して不法に設置されて
いる看板等の除去や適正化のための許可処分を推進するため、それらの実態を調査した上
で戸別訪問による行政指導の補助を行う本業務の実施にあたっては、豊富な調査の実務経
験を有することのみならず、道路関係法令に熟知した、専門的知識と判断力に加え業務全体
のマネジメントができる者の常駐が必要とされ、また行政指導の補助という観点から適正化
のための、中立・公平が担保されることが必要となる。そのため、民間・法人のうちには調査
業務を実施できる法人は存するが、中立・公平性を有し、かつ本業務を遂行できる人材を教
育指導できるのは、（社）中部建設協会しかない。
（社）中部建設協会は「建設行政の推進と建設事業の進展に寄与」することを目的として設立
された法人であり、本業務に必要とされる豊富な調査の実務経験、専門的知識及び判断力
を有する人材を多数擁し、加えて業務遂行のための教育指導体制を整えている。
以上のとおり、本業務は契約の性質又は目的が競争を許さないものであるため、会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により（社）中部建設協会と随意契約するもの
である。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4982 （社）中部建設協会
平成１７年度　浜松管内後期道路設
計技術補助業務委託

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成17年11月30日 51,187,500

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4983 （社）中部建設協会
平成１７年度　浜松管内前期道路設
計技術補助業務委託

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成17年5月20日 31,500,000

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4984 （社）中部建設協会
平成１７年度　浜松管内道路現場技
術業務委託

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成17年4月1日 160,440,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4985 （社）中部建設協会
平成１７年度　河川技術補助等業務
委託

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成17年4月1日 66,927,000

本業務は、浜松河川国道事務所の河川関係各課（工務第一課・調査第一課・河川管理課）
の発注に係る資料作成等及び設計書作成のための積算基礎データーの作成を実施、及び
中ノ町出張所管内の工事施工現場及び新豊根ダム管理支所において監督補助業務を実施
する本業務の実施にあたっては、請負工事監督に関する豊富な実務経験と法令・基準等を
熟知した技術的専門知識・判断力・中立性・公平性を有し、工事契約の適正な履行確保と円
滑な施工の確保を図り、契約図書に適合した工事目的物の構築に精通し、工事監督等を補
完しうる行政面の豊富な知識と経験が必要となる。
（社）中部建設協会は、「建設行政の推進と建設事業の進展の寄与」を目的として設置され、
建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要とされる
専門的な知識・経験及び判断力を豊富に有している。したがって、当初管内にこれらの諸条
件を充足する者は（社）中部建設協会の他にはない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4986 （社）中部建設協会
平成１７年度　浜松管内道路技術補
助業務委託

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成17年4月1日 107,677,500

浜松河川国道事務所が施行する道路工事・業務設計に関わる基礎資料作成及び整理、道
路事業に関わる調査・設計・計画等の技術的な補助業務を実施する本業務の実施にあたっ
ては、中立性・公平性を有し、的確かつ迅速な業務を遂行する、道路事業に係わる調査・設
計・計画等を補助しうる行政面の豊富な知識と経験が必要となる。
（社）中部建設協会は、「建設行政の推進と建設事業の進展の寄与」を目的として設置され、
建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要とされる
知識及び経験を豊富に有している。したがって当初管内にこれらの諸条件を満足する者は
（社）中部建設協会の他にはない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4987 （社）中部建設協会
平成１７年度　電気通信技術補助等
業務委託

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成17年4月1日 43,732,500

浜松河川国道事務所電気通信課等の発注に係る資料作成及び設計書作成のための積算
基礎データーの作成並びに、工事施行現場において技術者を配置させ監督補助業務を行う
本業務の実施にあたっては、土木工事に属する電気通信技術に関する専門的な技術的知識
と卓越した経験を必要とし、施工現場において臨機の判断を必要とするために業務性格上、
工事監督に関する技術的知識と経験は無論のこと、直接工事の土木監督基準をはじめ設計
図書、契約図書等に定められた工事監督等を補助しうる行政面の豊富な知識と経験が必要
となる。また、業務の内容上、直接・間接的にも利害関係に関わりのない公平、中立的な者
であることが要求される。
（社）中部建設協会は、「建設行政の推進と建設事業の進展の寄与」を目的として設置され、
建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要とされる
専門的な知識・経験及び判断力を豊富に有している。したがって当初管内にこれらの諸条件
を充足する者は（社）中部建設協会の他にはない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4988 （社）中部建設協会
平成１７年度用地補償補助業務委
託

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成17年4月1日 12,075,000

当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、
国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行さ
せる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4989 （社）中部建設協会 平成１７年度　厚生福祉業務委託
三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成17年4月1日 17,595,447

浜松河川国道事務所の本所・磐田寮・水窪建設監督官詰所・新豊根ダム管理支所・新豊根
ダム操作室・豊根寮における清掃及び賄等の業務を実施する本業務の実施にあたっては、
業務の適正な履行に関する豊富な行政経験と法令・基準等を熟知し、職員に準じた心構え
及び判断力を有し、本行政行為を補完できる適切な人材を確保し、その指導・監督のもとに、
業務の適正な履行の確保を図り、契約図書に適合した業務を遂行することが求められるとこ
ろである。
（社）中部建設協会は、「建設行政の推進と建設事業の進展の寄与」を目的として設置された
法人であり、本業務に必要とされる知識、経験及び判断力を有する者を多数擁しているととも
に、教育指導体制も高度に確立されており、また、管内に支所があり、地域事情に精通して
いるため、災害等緊急時において、迅速かつ適切な対応が可能な組織体である。したがっ
て、当所管内にこれらの諸条件を充足する者は、（社）中部建設協会の他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約

4990 （社）中部建設協会 平成１７年度　庄内川河川巡視業務
浅野　和広
庄内川河川事務所
名古屋市北区福徳町５丁目５２番地

平成17年4月1日 37,317,000

当事務所の直轄河川管理区間の河川状態を巡視し、堤防等の河川管理施設の状況及び河
川の占用又は利用状況の的確な把握と河川監理員への報告、並びに出水時及び地震等の
異常時に河川管理施設の状況を点検し、緊急かつ適切な処置を講ずるための必要な情報を
収集する本業務の実施にあたっては、河川法を始めとする法律知識、河川管理施設や河川
構造物、河川保全区域の建築物等に対する技術知識等の河川を管理する上で必要な知識
のみならず、河川巡視においては知識住民と直接的、間接的に接する機会が多いこと等、公
共性・公平性を持ち、的確な行政行為の補完を可能とする為の判断力や言動等について確
かな能力を有することも必要不可欠である。
建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的とした公益法人である社団法人中
部建設協会は、長年に渡り、建設行政の一部を補完する第三者機関として業務を遂行してき
た唯一の機関であり、本業務に必要な卓越した知識や経験、高度な技術を有している。した
がって、当所管内にこれらの諸条件を充足する者は、社団法人中部建設協会の他にない（会
計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4991 （社）中部建設協会
平成１７年度　庄内川河川管理補助
業務

浅野　和広
庄内川河川事務所
名古屋市北区福徳町５丁目５２番地

平成17年4月1日 22,680,000

当事務所の庄内川第一出張所、庄内川第二出張所及び占用調整課において、住民からの
苦情申し立て等に係る業務補助、河川の占用又は利用に係る指導取締補助、境界明示・確
定に係る立会・審査の補助等、河川管理に関する補助業務を行う本業務の実施にあたって
は、河川法を始めとする法律知識、河川管理施設や河川構造物、河川保全区域の建築物等
に対する技術知識等、河川を管理する上で必要となる多岐に亘る技術的・行政的に高度な
見地と経験を有していることが不可欠である。また地域住民等と直接的、間接的に接し、対
応する機会が多いこと等から、公共性・公平性を持ち、的確な行政行為の補完を可能とする
高度な能力を有することも必要不可欠である。
建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的とした公益法人である社団法人中
部建設協会は、長年に渡り、建設行政の一部を補完する第三者機関として業務を遂行してき
た唯一の機関であり、本業務に必要な卓越した知識や経験、高度な技術を有している。した
がって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は、社団法人中部建設協会の他
にない（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

4992 （社）中部建設協会
平成１７年度　庄内川観測所保守点
検・データ整理業務

浅野　和広
庄内川河川事務所
名古屋市北区福徳町５丁目５２番地

平成17年4月1日 18,900,000

本業務の実施にあたっては、次の条件を満たす必要がある。
（１）当該業務は観測所の公的データを取り扱うものであり、保守点検及び水文観測データ等
をもとに総合的な検討を加え、専門資料を整理する行政事務の補完作業であり、高い公益
性と信頼性を必要とする。
（２）観測所の位置及び周辺の状況、河道の変動等河川の状況に熟知しており、観測機器の
取り扱い、水文観測及びデータに関する技術的経験が豊富であること。
社団法人中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として
設置された公益法人で、水文観測データ等の専門的、公的な資料を扱う能力や人員配置も
されている。また、当業務を継続的に実施しているため、観測所の保守における適切な判断
ができるのは同法人で以外にない（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

4993 （社）中部建設協会 平成１７年度　庄内川水質採水作業
浅野　和広
庄内川河川事務所
名古屋市北区福徳町５丁目５２番地

平成17年4月22日 2,782,500

本業務の実施にあたっては、
1.公共水域における水質の公表に資するため、採水運搬にあたっては、高い信頼性、公益性
を確保しなければならない
2.採水にあたり、採水現場においては、気象・水象・人為的な要因が複雑に絡んでおりそれら
を総合的に判断し臨機応変な対応が可能な技術力と豊富な経験を有すること
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設置
された公益法人で、平成10年度より本業務を行っており、必要とされる技術や知識及び豊富
な経験を有する職員を多数有している者は他にない（会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

4994 （社）中部建設協会 庄内川４月期水質採水作業
浅野　和広
庄内川河川事務所
名古屋市北区福徳町５丁目５２番地

平成17年4月5日 189,000

本業務の実施にあたっては、
１．公共水域における水質の公表に資するため、採水運搬にあたっては、高い信頼性、公益
性を確保しなければならない
２．採水にあたり、採水現場において、気象・水象・人為的な要因が複雑に絡んでおり、それ
らを総合的に判断し臨機応変な対応が可能な技術力と豊富な経験を有すること。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設置
された公益法人で、平成１０年度９本業務を行っており、必要とされる技術や知識及び豊富な
経験を有する職員を多数有している者は他にない（会計法第２９条の３第４項及び予決令第
１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

4995 （社）中部建設協会
平成１７年度　庄内川設計技術補助
業務

浅野　和広
庄内川河川事務所
名古屋市北区福徳町５丁目５２番地

平成17年4月1日 6,342,000

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4996 （社）中部建設協会
平成１７年度　庄内川設計積算照査
業務

浅野　和広
庄内川河川事務所
名古屋市北区福徳町５丁目５２番地

平成18年2月28日 2,205,000

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4997 （社）中部建設協会
平成１７年度　庄内川現場技術補助
業務

浅野　和広
庄内川河川事務所
名古屋市北区福徳町５丁目５２番地

平成17年4月1日 82,782,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

4998 （社）中部建設協会
平成１７年度　庄内川工事関係通行
止ＰＲ検討業務

浅野　和広
庄内川河川事務所
名古屋市北区福徳町５丁目５２番地

平成17年9月12日 9,786,000

庄内川河川事務所が発注する工事による交通規制を、一般市民及び堤防道路利用者に対
し各種情報提供媒体（テレビを除く）を利用した通行止ＰＲ検討を行い、交通規制について理
解・協力が得られる資料を作成する本業務の実施にあたっては、通行量が２万台に及ぶ堤
防天端上兼用道路での河川工事に伴う通行止め等の交通規制となるため、河川工事の知
識、迂回道路の設定、道路管理者・交通管理者との協議知識、道路・河川利用者及び地域
住民への有効な周知方法など道路及び河川に係る諸政策・制度に精通した専門知識や行政
的な経験が求められる。また、各種資料の作成及び業務遂行上知り得る一般への広報前の
情報等に関しては、秘密の保持及び利害に関わりのない中立公正な立場であることが要求
される。
（社）中部建設協会は建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立さ
れ、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な知
識と経験を豊富に有している（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
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4999 （社）中部建設協会
平成１７年度　庄内川資料作成補助
業務

浅野　和広
庄内川河川事務所
名古屋市北区福徳町５丁目５２番地

平成17年4月1日 33,495,000

本業務に携わるには、多数の行政文書を処理するため利害に関わりのないこと、また関係機
関や地域住民に説明するための資料整理・作成を実施することから、建設行政に関する技
術や知識および経験が必要である。（社）中部建設協会は建設行政の推進と建設事業の進
展に寄与する公益を目的として設置された公益法人であり、本業務に必要とされる技術や知
識及び豊富な行政経験を有する職員を多数有している（会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5000 （社）中部建設協会
平成１７年度　庄内川技術資料作成
業務

浅野　和広
庄内川河川事務所
名古屋市北区福徳町５丁目５２番地

平成17年5月24日 8,925,000

平成１２年９月東海豪雨による「庄内川激特事業誌」の作成を行う本業務の実施に当たって
は、庄内川流域の治水史、河川行政や庄内川激特事業に関する充分な知識が必要であり、
また、今後の事業計画や工事及び用地取得の内容を把握する必要があることから、河川行
政に精通すると共に高度の守秘義務が求められる。
（社）中部建設協会は、建設事業の普及のための活動等を実施している公益法人であり、本
業務の遂行に際し必要となる豊富な見識・経験・専門的知識を有する者を多数有し、庄内川
河川事務所をはじめとする長い行政経験を有する職員も多数在籍している唯一の団体で、
平成１５年度本業務の企画立案を行い平成１６年度業務を実施し、本業務に精通している。
等の理由から、上記条件を満足する者は（社）中部建設協会しかない。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第３号により随意契約を
行うものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

5001 （社）中部建設協会
平成１７年度　庄内川環境調査運営
補助業務

浅野　和広
庄内川河川事務所
名古屋市北区福徳町５丁目５２番地

平成17年5月24日 7,087,500

庄内川の水環境に関する住民を対象とした流域見学会、水生生物調査等を企画・実施する
本業務の実施にあたっては、河川行政及び庄内川の水質、水生生物、治水に関する歴史等
に幅広い知識が必要である。また、実施会場となる各自治体との協働が必要なうえ、幅広い
住民の参加を促進するには、参加者となる各教育委員会、各小学校等から公の事業という
認識が必要。
(社)中部建設協会は、建設事業の普及のための活動等を実施している公益法人であり、本
業務と深く関係する平成１６年度庄内川環境調査運営補助業務及び平成１６年度庄内川
データ整理業務（庄内川の水文水質資料のとりまとめ業務）を受託遂行しており、本業務の
遂行に際し必要となる知見及び経験を有する（現地の状況、過去の経緯、関連する情報等に
精通・熟知する）唯一の団体である。
よって会計法２９条の３第４項、予算決算および会計令第１０２条の４第三号に基づき随意契
約を行うものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

5002 （社）中部建設協会
平成１７年度　用地補償技術補助業
務委託

浅野　和広
庄内川河川事務所
名古屋市北区福徳町５丁目５２番地

平成17年4月1日 11,550,000

当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、
国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行さ
せる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5003 （社）中部建設協会
平成１７年度　用地補償技術補助業
務委託　その２

浅野　和広
庄内川河川事務所
名古屋市北区福徳町５丁目５２番地

平成17年9月22日 5,985,000

当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、
国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行さ
せる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5004 （社）中部建設協会
平成１７年度　豊川矢作川河川巡視
業務委託

中津川　誠
豊橋河川事務所
豊橋市中野町字平西１番の６

平成17年4月1日 54,957,000

豊川・矢作川の直轄管理区間において河川巡視を行い、河川の状況を的確に把握し、必要
に応じ適切な処置を講ずるとともに、出水時及び地震等異常時の状況を把握し、緊急かつ適
切な措置を講ずるための情報及び資料を収集する本業務の実施にあたっては、異常及び不
法占用に現場での即時対応が求められることから、河川の施設に関する関係法令及び土木
技術の知識並びに地理的な特性、利用の特徴等に係る十分な知識を基にした迅速、的確な
対応が求められる。また、河川巡視業務は河川管理者の補助業務として、周辺住民及び利
用者と対応する際には、常に公正な立場に立ち、業務の経験、知識を基にして的確に対応す
る必要がある。さらに不法占用、不法投棄等の関係者との直接対応では確実な折衝能力と
個人情報の適切な管理も不可欠であり、厳格な秘密保持を行うことが求められる。この様な
ことから業務実施者には、行政を補う立場の認識、業務に関する知識経験、現地対応能力、
秘密の保持を確実に行う事が求められる。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立
され、河川管理全般にわたって豊富な知識と経験を有した職員より構成されており、本業務
を円滑に執行することができる。
このような法人は他に見当たらないことから、（社）中部建設協会と随意契約を行うものであ
る（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5005 （社）中部建設協会
平成１７年度　豊川矢作川水系水文
観測所保守点検等業務

中津川　誠
豊橋河川事務所
豊橋市中野町字平西１番の６

平成17年5月12日 24,832,500

豊川と矢作川における観測データ（河川水位・雨量・地下水位）の信頼性の確保及び精度向
上を図るための観測機器の保守点検及び、観測機器により得られるデータを基に水文資料
として取りまとめる本業務の実施にあたっては、それらの点検・調整には、観測機器に関する
豊かな知識と経験、高度な技術が要求される。また、水文資料は、国土情報のデータベース
としてデータの継続的な制度の確保が必要とされ、データの読み取りには、豊かな経験が要
求される。
（社）中部建設協会は、水文資料整理のための独自開発ソフトを保持しているとともに、当事
務所をはじめとする中部地方整備局管内の水文観測機器の保守点検・水文観測結果のとり
まとめを永年にわたって実施しており、本業務を遂行できるのは（社）中部建設協会以外には
ない。よって、（社）中部建設協会と随意契約するものである（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

5006 （社）中部建設協会
平成１７年度　豊川放水路分流堰管
理所外３箇所管理等業務

中津川　誠
豊橋河川事務所
豊橋市中野町字平西１番の６

平成17年4月1日 10,395,000

豊川放水路分流堰管理所、古川排水機場及び小坂井排水機場各施設の管理補助業務の
実施にあたっては、異常等に対する現場での即時対応が求められ、各施設内に設置されて
いる水門設備、ポンプ設備に係わる知識・理解はもとより、河川の施設に関する関係法令及
び土木技術の知識並びに地理的な特性、利用の特徴等に係る十分な知識を基にした迅速、
的確な対応が求められる。上記３施設の管理業務は、河川管理者の補完業務として、地域
住民等と直接・間接的に接する機会が多いことから、常に管理者の公正な立場に立ち、業務
の経験、知識を基にして的確に対応する必要がある。また、業務実施者には、行政を補う立
場の認識、業務に関する知識経験、現場対応力、秘密の保持を確実に行うことが求められ
る。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立
された社団法人であり、建設行政全般にわたって豊富な知識と経験を有する職員によって構
成されており、行政の補助者として中立性・公平性を確保し、運営する経験を通じて、本業務
を円滑に執行することができる唯一の法人である。従って、これらの条件を満たす者は他に
存しない（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5007 （社）中部建設協会 平成１７年度　豊川矢作川水質調査
中津川　誠
豊橋河川事務所
豊橋市中野町字平西１番の６

平成17年5月12日 15,120,000

本業務の実施にあたっては、
1. 公共水域における水質の公表に資するため、採水運搬にあたっては、高い信頼性、公益
性を確保しなければならない
2. 採水にあたり、採水現場においては、気象・水象・人為的な要因が複雑に絡んでおり、そ
れらを総合的に判断し臨機応変な対応が可能な技術力と豊富な経験を有すること
3. 水生生物調査の実施にあたっては、水生生物全般についての一般的知識が必要であると
ともに、教育委員会等の各関係機関との調整も重要である。また、参加者の安全確保のため
調査対象河川についての豊富な知識が必要である。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設置
された公益法人で、本業務に必要とされる技術や知識及び豊富な経験を有する職員を多数
有している者は他にない（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

5008 （社）中部建設協会 豊川採水作業
中津川　誠
豊橋河川事務所
豊橋市中野町字平西１番の６

平成17年4月4日 273,000

本業務の実施にあたっては、
1. 公共水域における水質の公表に資するため、採水運搬にあたっては、高い信頼性、公益
性を確保しなければならない
2. 採水にあたり、採水現場においては、気象・水象・人為的な要因が複雑に絡んでおり、そ
れらを総合的に判断し臨機応変な対応が可能な技術力と豊富な経験を有すること
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設置
された公益法人で、本業務に必要とされる技術や知識及び豊富な経験を有する職員を多数
有している者は他にない（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

5009 （社）中部建設協会 矢作川採水作業
中津川　誠
豊橋河川事務所
豊橋市中野町字平西１番の６

平成17年4月4日 735,000

本業務の実施にあたっては、
1. 公共水域における水質の公表に資するため、採水運搬にあたっては、高い信頼性、公益
性を確保しなければならない
2. 採水にあたり、採水現場においては、気象・水象・人為的な要因が複雑に絡んでおり、そ
れらを総合的に判断し臨機応変な対応が可能な技術力と豊富な経験を有すること
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設置
された公益法人で、本業務に必要とされる技術や知識及び豊富な経験を有する職員を多数
有している者は他にない（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

5010 （社）中部建設協会
平成１７年度　豊橋河川設計技術補
助業務委託

中津川　誠
豊橋河川事務所
豊橋市中野町字平西１番の６

平成17年5月12日 29,032,500

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5011 （社）中部建設協会
平成１７年度　豊橋河川事務所管内
現場技術業務委託

中津川　誠
豊橋河川事務所
豊橋市中野町字平西１番の６

平成17年8月8日 14,847,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所
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5012 （社）中部建設協会
平成１７年度第５回矢作川流域委
員会運営業務

中津川　誠
豊橋河川事務所
豊橋市中野町字平西１番の６

平成17年4月15日 987,000

「第５回矢作川流域委員会」の運営、会議資料および速記録等の資料作成を行う本業務の
実施にあたっては、委員会等の運営を中立・公正な立場で実施する必要があるほか、委員
会等の運営および河川の調査・計画や河川行政についての資料作成に関する専門知識お
よび経験が必要である。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的とした公益
法人であり、河川の調査・計画や河川行政全般にわたる知識と経験を豊富に有した職員によ
り構成されていることに加えて、公平・中立な立場での業務遂行が可能であり、本業務を円
滑に執行することができる。
このような法人は本地域では他に見あたらないことから、（社）中部建設協会と随意契約を行
うものである（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

5013 （社）中部建設協会 降雨体験機運搬及び操作業務
中津川　誠
豊橋河川事務所
豊橋市中野町字平西１番の６

平成17年7月13日 262,500

本業務は、豊橋河川事務所主催のイベント「アクアフェスタ２００５」において、降雨体験機の
運搬及び操作業務を行うものである。
降雨体験機は、多治見砂防国道事務所所有の特殊な機械であり、その運搬及び操作には
専門知識及び経験が必要である。
（社）中部建設協会は、多治見砂防国道事務所から降雨体験機の保管整備を委託されてお
り、本業務を遂行するための能力と実績を有している（会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

5014 （社）中部建設協会
平成１７年度　矢作川豊田市野見地
区事業認定申請図書作成業務

中津川　誠
豊橋河川事務所
豊橋市中野町字平西１番の６

平成17年9月21日 5,145,000

矢作川改修（豊田市野見地区）事業において、土地収用法（以下「法」という。）第１６条に規
定する事業の認定を受けるための事業認定申請書（法第１８条）及びその参考資料の作成を
行う本業務の実施にあたっては、事業認定申請単位の考え方、都市計画との関連、書類作
成の方法、事業の公益性、土地利用の合理性等の疎明方法について十分理解し、さらに、
本業務を円滑かつ迅速に進めるには、土地収用法、河川法、道路法等の関係法令及び事業
計画、事業実施、用地の建設業務全般にわたっての豊富な知識及び経験が必要となる。ま
た、本業務は、被収用者と任意の用地交渉が進められるなかでの土地収用法の手続を前提
とした業務であるため慎重な機密保持が必要であるとともに、業務遂行上知り得る被収用者
の個人情報等に関しても慎重な機密保持が必要となる業務でもある。
社団法人中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の伸展に寄与することを目的として
設立され、建設事業に関する補完業務を手がけている公益法人であり、本業務に必要な知
識と経験を豊富に有している。当事務所管内に、これら全てを充足する者は、社団法人中部
建設協会の他にない。
以上の理由により、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により随意契約としようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

5015 （社）中部建設協会
平成１７年度　名古屋国道道路巡回
業務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年4月1日 163,275,000

道路が常時良好な状態に保たれるよう道路巡回し、道路の利用状況を把握し道路の異常及
び不法占用等に対して定められた措置を講ずると共に、道路管理上必要な情報及び資料を
収集する本業務の実施にあたっては、道路法等を十分熟知しかつ道路施設等の土木的構造
物の良否が判断できる知識経験と処理能力を必要とし、また、沿道住民との接触を必要とす
るため、道路管理実務に精通し、経験豊富な人材を必要とする。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と発展に寄与することを目的として設立された社団
法人であり、本業務に必要とされる専門的な知識及び豊富な経験を有している。したがって、
当所管内にこれらの諸条件を充足する者は（社）中部建設協会の他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争をゆるさないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5016 （社）中部建設協会
平成１７年度　道路管理補助業務委
託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年4月1日 200,550,000

１）道路法に基づく各種申請書類の受付・整理、及び書類審査の補助と実施状況確認の補
助。２）苦情申し立て等に係る受付・伝達、及び苦情箇所における現地立ち合いの補助。３）
道路台帳附図等の整理。４）道路の不正使用並びに不法占用に係る指導取り締まりの補
助。５）境界明示または確認に係る立ち会い（軽微な測量含む）の補助。６）特殊車両通行許
認可に係る書類整理と電算機操作。７）特殊車両通行の指導及び取り締まりに係る補助。８）
道の相談室に関する業務及びその補助。９)情報連絡に関する業務及びその補助。10）その
他、道路管理上必要な補助業務を行う本業務の実施にあたっては、道路法等関係法令に精
通した知識と卓越した経験を必要とすると共に、業務の内容上、利害関係に関わりのない中
立的な者であることが要求される。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と発展に寄与することを目的として設立された社団
法人であり、本業務に必要とされる専門的な知識及び豊富な経験を有している。したがって、
当所管内にこれらの諸条件を充足する者は（社）中部建設協会の他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争をゆるさないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入
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契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5017 （社）中部建設協会
平成１７年度　名古屋国道管内特殊
車両指導取締業務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年9月29日 2,205,000

名古屋国道事務所が道路構造の保全と交通の安全を図るため、道路法第４７条の３に基づ
き実施する、特殊車両指導取締りの補助を行う本業務の実施にあたっては、運行中の特殊
車両を基地局内に誘導し、車両重量及び寸法の計測と記録、その結果、違反車両には運行
の適正の有無を判断し、不適正車両には道路法等に基づく口頭注意、指導警告書・措置命
令書発行等の指導取締りを行うことから、道路管理に関する法令および特殊車両に関する
法令に精通し、行政を補完できる豊富な専門知識と経験が必要である。
社団法人中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的に設立
され、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な
知識と経験を豊富に有している。当事務所管内にこれらを全て充足するものは社団法人中
部建設協会の他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認めるため、会計法第２９条の３
第４項および予決令第１０２条の４項３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5018 （社）中部建設協会
平成１７年度　道路損傷復旧処理業
務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年4月1日 30,135,000

名古屋国道事務所管内の道路損傷に係る事故原因者の調査、復旧工事の費用算出、道路
損傷システム入力作業及び道路損傷台帳の作成等を行う本業務の実施にあたっては、道路
法等関係法令に精通した知識と卓越した経験を必要とすると共に、業務の内容上、利害関係
に関わりのない中立的な者であることが要求される。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と発展に寄与することを目的として設立された社団
法人であり、本業務に必要とされる専門的な知識及び豊富な経験を有している。したがって、
当所管内にこれらの諸条件を充足する者は（社）中部建設協会の他にない
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争をゆるさないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5019 （社）中部建設協会
平成１７年度　名古屋国道管内設計
技術補助業務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年5月18日 91,455,000

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5020 （社）中部建設協会
平成１７年度　名古屋国道管内現場
技術業務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年4月1日 288,015,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5021 （社）中部建設協会
平成１７年度　名古屋国道技術補助
業務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年4月1日 318,570,000

名古屋国道事務所管内における設計成果や関係機関等との協議に必要な資料整理、一部
の工事発注並びに変更契約に関する図面・数量等の資料作成、並びに一部の施工現場にお
ける出来形・品質の確認、現場状況の把握及び工事検査・設計変更等に必要な各種資料作
成などを行う本業務の実施にあたっては、各工事の工程や各種条件を把握するための道路
建設に関する専門的・技術的知識、積算基準に対する卓越した知識と経験、並びに土木工
事施行管理基準をはじめ各種技術基準に関する幅広い知識と客観的な現場把握能力が求
められる。さらに、発注・契約事務に関する資料や工事検査における企業評価などの業務上
知り得る情報の機密性の保持、受注機関と直接・間接的な利害関係のない中立公正な立場
が要求される。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立
され、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務の遂行に
必要となる豊富な知識と経験を有し、同種の実務に携わっている技術者が多く所属してい
る。また、当該社団法人は前述のような目的を持って設立された団体であり、機密保持及び
中立公正な立場での業務遂行の要件を満足するには、当該社団法人が本業務を実施するこ
とが必須である。したがって、当事務所管内にこれらの諸条件を充足するものは（社）中部建
設協会の他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5022 （社）中部建設協会
平成１７年度　協議関係文書整理業
務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年7月4日 1,984,500

平成１６年度に名古屋国道が実施した協議関係文書の内、今後の道路管理に必要な書類を
従来の整理された協議文書と一体的に整理をする本業務の実施にあたっては、公共・公益
事業者から協議があった各種・多数の協議書の中から保存すべき書類の分類整理を行うも
のであることから、道路に関する法令はもとより、道路管理施設、道路構造物に対する知識
に精通し、また各種法令にも十分な知識を有し、かつ高度な守秘義務を求め得る必要があ
る。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に奇与することを目的に設立さ
れ、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な知
識と経験を豊富に有している。当事務所管内にこれらを充足する者は（社）中部建設協会の
他にはない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認めるため会計法第２９条の３第
４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
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5023 （社）中部建設協会
平成１７年度　用地補償技術補助業
務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年4月1日 34,335,000

当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、
国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行さ
せる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5024 （社）中部建設協会
平成１７年度　１号岡崎市大平地区
事業認定申請図書作成業務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成18年1月13日 2,415,000

一般国道１号岡崎市大平町交差点改良事業において、土地収用法（以下「法」という）第１６
条に規定する事業の認定をうけるため、法第１８条に規定する事業認定申請書及びその参
考資料の作成を行う本業務の実施にあたっては、事業認定申請単位の考え方、都市計画と
の関連、書類作成の方法、事業の公益性、土地利用の合理性等の疎明方法について十分
理解し、さらに、本業務を円滑かつ迅速に進めるには、土地収用法、道路法等の関係法令及
び事業計画、事業実施、用地の道路行政全般にわたっての豊富な知識及び経験が必要とな
る。特に、本業務は、交通事故重点対策に係る交差点改良及び歩道設置という交通安全対
策事業であることから、事業認定申請の参考となる前例が少ないため、本業務を円滑かつ迅
速に進めるには、特に豊富な知識と経験を必要とするものである。なお、本業務は、被収用
者と任意の用地交渉が進められるなかでの土地収用法の手続きを前提とした業務であるた
め慎重な機密保持が必要であるとともに、業務遂行上知り得る被収用者の個人情報等に関
しても慎重な機密保持が必要となる業務でもある。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立
され、建設事業に関する補完業務を手がけている法人であり、本業務に必要な知識と経験を
豊富に有している。当事務所管内に、これら全てを充足するものは(社)中部建設協会の他に
ない。
以上の理由により、会計法第２９条の第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

5025 （社）中部建設協会
平成１７年度　愛知国道管内設計技
術補助業務委託

工藤　隆
愛知国道事務所
名古屋市千種区池下町２－６２

平成17年4月28日 74,655,000

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5026 （社）中部建設協会
平成１７年度　愛知国道管内現場技
術業務委託

工藤　隆
愛知国道事務所
名古屋市千種区池下町２－６２

平成17年4月1日 150,465,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5027 （社）中部建設協会
平成１７年度　愛知国道技術補助業
務委託

工藤　隆
愛知国道事務所
名古屋市千種区池下町２－６２

平成17年4月1日 160,860,000

愛知国道事務所の工事の設計・積算、実施計画に関する資料作成補助等、行政補助業務、
道路法に基づく各種申請書類の受付、審査、苦情申し立て等に係わる現地立会、境界明
示、確定にかかる立会等道路管理補助業務、営繕・電気通信業務の設計・積算に関する資
料作成等の補助を行う本業務を実施するにあたっては、土木工事施工管理基準をはじめ各
種技術基準に関する幅広い知識と客観的な現場把握能力が求められる。また各種資料の作
成及び業務遂行上知り得る企業評価等に関しては、機密性の保持及び利害に関わりのない
中立公正な立場であることが要求される。
（社）中部建設協会は建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立さ
れ、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な知
識と経験を豊富に有しており、当事務所管内にこれら全てを充足する者は（社）中部建設協
会の他にない。
以上の理由により会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約
としようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5028 （社）中部建設協会
平成１７年度　愛知国道資料整理業
務委託

工藤　隆
愛知国道事務所
名古屋市千種区池下町２－６２

平成17年7月8日 10,290,000

愛知国道事務所内の平成１６年度工事設計積算書等の保存文書を整理し、事業年報及び
工事積算作業における工事費のチェックを行うためのリスト表の作成を行う本業務を実施す
るためには、道路設計業務・工事積算業務・工事監督業務に関する専門的な技術的知識と
豊富な現場経験を必要とする。各種設計資料の作成及び業務遂行上知り得る工事内容に関
しては、機密性の保持及び利害関係に関わりのない中立的な立場であることが必要とされ
る。
(社)中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的に設立され、
建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な知識及
び経験を豊富に有しており、当事務所管内にこれら全てを充足する者は（社）中部建設協会
の他にない。
以上の理由より会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約と
しようとするものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5029 （社）中部建設協会
平成１７年度　用地補償技術補助業
務委託

工藤　隆
愛知国道事務所
名古屋市千種区池下町２－６２

平成17年4月1日 23,100,000

当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、
国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行さ
せる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5030 （社）中部建設協会 平成１７年度　厚生福祉業務委託
工藤　隆
愛知国道事務所
名古屋市千種区池下町２－６２

平成17年4月1日 11,954,523

良好な宿舎の維持管理と寮生への健康管理に配慮した食事の提供を行う本業務には、
①寮生不在となる平日の昼間に業務を行うこと
②郵便物、洗濯物の集配等寮生のプライバシーに触れる機会が多いこと
③信頼のおける人員の配置と誠実な履行ができること
などが要求される。
上記３点の要求に充分に応えることができる者としては、これまでに多くの経験実績と豊富な
人材を有しかつ、衛生面においても従事職員の資質の向上に努めている（社）中部建設協会
以外に代替できる者がない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするもので
ある。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約

5031 （社）中部建設協会
平成１７年度　道路工事設計積算技
術補助業務委託

瀬本　浩史
名四国道事務所
名古屋市瑞穂区神穂町５番３号

平成17年4月1日 85,470,000

工事現場の条件等の調査、積算条件資料の作成、発注図面の作成、数量計算書のまとめ
等の業務を当整備局の要領に基づき発注資料として作成する業務であり、土木技術に関す
る十分な知識と現場経験、整備局が定める積算基準、共通仕様書等に精通した高い技術力
を有する者により行うことが求められる。また、積算資料の作成、基礎データの入力及び照査
等の業務は予定価格算定の前段に位置する業務であり、予定価格に近い情報に日常的に
触れることが可能であるなど、高い秘密を管理する能力が求められる業務である。よって業
務の実施者には厳格な秘密保持を行うことが求められる。さらに予定価格算定に関係する業
務の実施に当たっては、行政の補完者として公正な資料作成を行うために土木建設業者等
と一線を画した中立の立場にあることが求められるところであり、営利活動を求めない公益法
人としての役割と高度の業務執行能力が求められるところである。
これらの条件をすべて満たす者は社団法人中部建設協会の他に存しないため契約するもの
である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5032 （社）中部建設協会
平成１７年度　設計積算技術業務委
託

瀬本　浩史
名四国道事務所
名古屋市瑞穂区神穂町５番３号

平成17年6月6日 150,255,000

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5033 （社）中部建設協会
平成１７年度　名四国道施工体制審
査業務委託

瀬本　浩史
名四国道事務所
名古屋市瑞穂区神穂町５番３号

平成17年6月6日 5,775,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5034 （社）中部建設協会
平成１７年度　名四国道現場技術業
務委託

瀬本　浩史
名四国道事務所
名古屋市瑞穂区神穂町５番３号

平成17年4月1日 164,745,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5035 （社）中部建設協会
平成１７年度　道路調査資料作成補
助業務委託

瀬本　浩史
名四国道事務所
名古屋市瑞穂区神穂町５番３号

平成17年4月1日 84,168,000

本業務を実施するにあたっては、業務の性質上、下記の条件を満たす必要がある。
①各種観測データ資料、公共施設管理者との協議用資料の作成にあたり、監督職員の指導
と法令規則等に沿った情報の収集、調査確認を経て資料の纏めを行うとともに、資料の作成
段階では専門の知識と行政の役割を十分に理解し、粗漏の生じないように確実な業務実施
が求められる。
②資料等の作成にあたっては、事業の方向性を検討する段階の情報などいわゆる意思形成
過程の情報資料に直接触れる機会も多くあり、これらの情報が漏出すると国民生活への影
響が懸念されることから、厳格な秘密保持を行うことが求められる。
③資料の作成過程では、関係人及び事業を所管する機関との調整が必要となるが、こうした
業務を確実に行うためには行政を補完する業務の処理経験及び調整力により、適切に対応
し説明説得する能力を有していることが求められている。
これらの条件を全て満たす者は社団法人中部建設協会の他にはない。
以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5036 （社）中部建設協会
平成１７年度　東海環状豊田藤岡工
事記録調書作成業務

瀬本　浩史
名四国道事務所
名古屋市瑞穂区神穂町５番３号

平成17年6月22日 3,727,500

東海環状自動車道の事業で作成した工事設計図書等を、工事調書としてとりまとめる本業務
の実施にあたっては、膨大な工事設計図書等を円滑に取りまとめる必要があり、道路事業に
関する専門的な技術的知識と豊富な経験を必要とするとともに、工事関係資料等に関連する
情報等に精通・熟知していることが必要である。また、工事設計図書等には、工事価格算定
資料等も含まれており、業務の執行にあたり守秘義務を含め、行政職員と同等の規律の保
持が強く求められる。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的に設立され
た機関であり、本業務に必要とされる、道路事業に関する専門的な技術的知識、工事関係資
料等の関連する情報等に精通・熟知しており、また、中立性、公平性の確保、規律の保持と
いった点で指導・監督していく体制と能力についての実績がある団体である。以上の理由か
ら、本事業を実施できるのは（社）中部建設協会のみであり、契約の性質又は目的が競争を
許さないと認められるため、（社）中部建設協会と随意契約しようとするものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

5037 （社）中部建設協会
平成１７年度　名四国道工事関係資
料整理業務委託

瀬本　浩史
名四国道事務所
名古屋市瑞穂区神穂町５番３号

平成17年11月11日 6,930,000

名四国道事務所の平成１５・１６年度に完了した工事について、工事設計書等の保存文書を
確認整理し事業年報及び工事積算作業における工事費のチェックを行うためのリスト表の作
成を行う本業務の実施にあたっては、工事積算業務に関する積算システムが必要であるとと
もに、積算システムに関する専門的な技術的知識を必要とされる。また各種設計資料の作成
及び業務遂行上知り得る工事内容に関しては、機密性の保持及び利害関係に関わりのない
中立的な立場であることが必要とされる。
(社)中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的に設立され、
建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な積算シ
ステムを使用しており、システムの専門的な知識及び経験を豊富に有している。よって、本業
務を遂行出来る者は（社）中部建設協会以外にない。以上の理由より会計法第２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約としようとするものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

5038 （社）中部建設協会
平成１７年度　道路事業広報業務委
託

瀬本　浩史
名四国道事務所
名古屋市瑞穂区神穂町５番３号

平成17年4月1日 21,315,000

名四国道事務所が設置している広報館において、適時に道路事業の新たな展開の啓発と普
及を目的とした広報を行うための企画運営及び管理運営を実施する本業務の実施にあたっ
ては、新たな道路施策に精通しているとともに、広報を行い、道路行政の補完業務に対する
経験や豊富な知識を必要とし、加えて中部地方の道路事業の状況等に精通した者と契約す
る必要がある。上記の条件を満たす者は、建設行政の推進と建設事業の親展に寄与するこ
とを目的に設立され、建設事業普及のための広報活動等の事業を行う（社）中部建設協会の
他にない。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

5039 （社）中部建設協会
平成１７年度　用地補償技術補助業
務委託

瀬本　浩史
名四国道事務所
名古屋市瑞穂区神穂町５番３号

平成17年4月1日 12,810,000

当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、
国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行さ
せる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5040 （社）中部建設協会
平成１７年度　豊橋バイパス事業認
定申請図書作成業務

瀬本　浩史
名四国道事務所
名古屋市瑞穂区神穂町５番３号

平成18年2月6日 5,775,000

一般国道２３号改築（豊橋バイパス）事業において、土地収用法（以下「法」という。）第１６条
に規定する事業の認定を受けるための事業認定申請書（法第１８条）及びその参考資料の作
成を行う本業務の実施にあたっては、事業認定申請単位の考え方、都市計画との関連、書
類作成の方法、事業の公益性、土地利用の合理性等の疎明方法について十分理解し、さら
に、本業務を円滑かつ迅速に進めるには、土地収用法、道路法、等の関係法令及び事業計
画、事業実施、用地の道路行政全般にわたっての豊富な知識及び経験が必要となる。なお、
本事業は、名豊道路の一部区間であることから、全体計画及び公益性の説明に関し、詳細
かつ合理的に説明する必要があるため、収用業務全般の豊富な知識及び経験が特に必要
となるものである。また、本業務は、被収用者と任意の用地交渉が進められる中での土地収
用法の手続きを前提としているため、慎重な機密保持が必要であるとともに、業務遂行上知
り得る被収用者の個人情報等に関しても慎重な機密保持が必要となる業務でもある。社団
法人中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の伸展に寄与することを目的として設立
され、建設事業に関する補完業務を手がけている法人であり、本業務に必要な知識と経験を
豊富に有しており、当事務所管内にこれらすべてを充足する者は、社団法人中部建設協会
の他にない。以上の理由から、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号により随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

5041 （社）中部建設協会
平成１７年度　足助バイパス裁決申
請図書作成等業務委託

瀬本　浩史
名四国道事務所
名古屋市瑞穂区神穂町５番３号

平成17年5月30日 4,410,000

一般国道１５３号改築（足助バイパス）における土地収用法の規定に基づく権利取得の裁決
申請及び明渡裁決の申立のために必要な申請書、申立書及び添付資料の作成を行う本業
務の実施にあたっては、事業認定申請に引き続き、当該事業を遂行する起業者の意思、事
業計画の合理性及び公益性の認知はもとより、用地事務全般にわたっての豊富な知識と経
験が要求される。また、土地収用法のほか多数の法令も関係し、権利取得裁決及び明渡裁
決に対する専門的な知識や用地業務に関する経験に基づく処理能力、審理関係図書の作成
にあたっては、過去の交渉の経緯等に関する高度な守秘義務も求められる。社団法人中部
建設協会は、「建設行政の推進と建設事業の進展の寄与」を目的として設置された法人であ
り、本業務に必要とされる専門的な知識及び豊富な経験、実績を有しており、本業務の履行
に必要とされる諸条件を充足する者は他にない。以上の理由から、契約の性質又は目的が
競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により随意契約をしようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
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5042 （社）中部建設協会 平成１７年度　調査補助業務委託

長田　真一
東海幹線道路調査事務所
豊橋市駅前大通２丁目３３番地の１（開発
ビル６階）

平成17年4月1日 37,275,000

伊勢湾口道路及び名古屋都市圏自動車専用道路網等の調査に係る資料作成及び、設計書
作成のため積算基礎データ等の作成を行う本業務の実施にあたっては、業務の性質上土木
関係に関する技術的知識と経験および機密性の高い資料等に直接接する機会が多いことか
ら、機密の保持についての信頼性が必要であり、当事務所職員の指示内容によっては、その
対応と言動等について行政面の豊富な専門知識と経験が必要である。また、業務の内容上
直接的、間接的にも利害に係わりのない中立的な者でなければならない。
社団法人中部建設協会は、中部地方の建設行政の推進と建設事業の発展に寄与することを
目的に設立された機関であり、行政面の豊富な知識および経験等、行政補完行為として本
業務を遂行出来る機関は社団法人中部建設協会の他にない。以上の理由から、契約の性
質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条の４第３号により随意契約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5043 （社）中部建設協会
平成１７年度　用地補償技術補助業
務委託

山内　博
設楽ダム工事事務所
新城市大字杉山字大東５７

平成17年4月1日 61,530,000

当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、
国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行さ
せる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5044 （社）中部建設協会 平成１７年度　厚生福祉業務委託
山内　博
設楽ダム工事事務所
新城市大字杉山字大東５７

平成17年4月1日 3,714,656

設楽ダム工事事務所の本所及び寮（会議所を含む）における清掃管理及び賄い等を実施す
る本業務の実施にあたっては、担当者を常駐させ行うもので、執務中の庁舎内への立ち入り
をはじめ、当所の業務実施中に発生する紙屑の処分等重要文書、機密資料に接する機会も
多く、また、賄い業務についても、安定した供給が必要であり、他の事務所と比べ当事務所の
地域性や業務の特殊性を考慮すると（社）中部建設協会が も適した契約の相手方と考えら
れる。よって、会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約するも
のである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約

5045 （社）中部建設協会 平成１７年度管内河川巡視業務
田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年4月1日 31,657,500

河川が常時良好な状態に保たれるよう河川巡視を実施し、河川及び河川の占用又は利用状
況を把握し、河川の異常及び不法占用等に対する的確な把握と河川監理員への報告並びに
河川管理上必要な情報を収集、また、出水時及び地震時における堤防等の損傷状況、水防
団体の活動状況を巡視により把握し、緊急かつ適切な措置を講ずるための初期情報及び資
料を収集する本業務を実施するにあたっては、河川の管理に関する法令はもとより、河川管
理施設及び河川構造物を熟知しており、これらの土木構造物が正常か否かの判断ができる
知識・経験と対処能力が必要である。河川巡視により地域住民と直接、接する機会が多く、
利害関係者に対して中立公平に対応でき、また判断力や言動等について確かな河川管理の
行政経験についても要求される。社団法人中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の
伸展に寄与することを目的として設立された法人であり本業務に必要な知識及び豊富な経験
を有しており、当所管内にこれらの諸条件を充足するものとしては、社団法人中部建設協会
の他にない。以上の理由から、契約の性質及び目的が競争を許さないと認められるため、会
計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約しよう
とするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5046 （社）中部建設協会
平成１７年度三重四川雨量・水位観
測所保守点検業務

田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年4月1日 14,584,500

鈴鹿川・雲出川・櫛田川・宮川水系の雨量及び水位観測所の観測の精度向上を図るため、
定期的に雨量計・水位計の動作確認及び観測所の保守点検を行い正確な水文資料を得る
とともに、河川の適正な管理・計画に資するための国土の基本情報として平成１６年の水文
観測速報値における不適値等を検討抽出し、これを各観測所における自記記録を基にして
補填・確定し、水文資料として取りまとめる本業務の遂行においては、雨量及び水位観測業
務を熟知している他、三重四川流域全体の広範囲にわたり設置された５５箇所の水文観測
所の地理的条件や降雨特性・水位変動特性等の年間を通じた水文特性に精通し、各水文観
測所の観測機器や速報値を作成するシステム等に関する技術的な知見を有することが必要
である。(社)中部建設協会は、中部地域の建設行政の推進と建設事業の伸展に寄与するこ
とを目的として設立された法人であり、三重四川における水文観測業務に多くの業務実績を
有し、本業務の遂行に際し必要となる知見及び経験を有していることから、本業務の履行に
必要とされる諸条件を充足する者は社団法人中部建設協会の他にない。以上の理由から、
契約の性質及び目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

5047 （社）中部建設協会
平成１７年度勢田川防潮水門排水
機場管理業務

田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年4月1日 2,100,000

勢田川防潮水門排水機場の日常管理を行い機能の確保を図る本業務を実施するにあたっ
て、河川管理に関する法令はもとより河川管理施設及び河川構造物等に対する土木的知識
が必要であり、地元の利害にとらわれず公平中立に管理を実施するなど行政を補完する面
もあり、そのための判断力や言動等について確かな河川管理の行政経験についても要求さ
れる。
社団法人中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の伸展に寄与することを目的として
設立された法人であり、本業務に必要とされる知識及び豊富な経験を有しており、当所管内
にこれらの諸条件を充足するものとしては、社団法人中部建設協会の他にない。以上の理由
から、契約の性質及び目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３第４項
及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所
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5048 （社）中部建設協会
平成１７年度水質採水・底質採泥運
搬業務

田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年4月1日 10,710,000

三重四川の直轄管理区間内の水質基準点において、水質汚濁防止法の規定に基づく三重
県公共用水域及び地下水の水質測定計画における水質等の測定を目的とした採水・採泥を
行い、これを分析機関に運搬する本業務の遂行においては、採水日時や採水状況等の人為
的な要素により大きく影響を受けるため、それぞれの基準地点における流況等と水質との関
係に関する専門的な知識を有していることが必要不可欠である。(社)中部建設協会は、建設
行政の推進と建設事業の伸展に寄与することを目的として設立された法人であるとともに、
三重四川のそれぞれの気象状況に応じた水質特性等の知見及び経験を有しており、本業務
の履行に必要とされる諸条件を充足する者は社団法人中部建設協会の他にない。以上の理
由から、契約の性質及び目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３第４
項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

5049 （社）中部建設協会 平成１７年度管内道路巡回業務
田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年4月1日 44,730,000

「道路巡回実施要領」に基づき道路を巡視することにより道路状況を把握し、道路の異常及
び不法占用等、道路管理上必要な情報を収集する本業務の実施にあたっては、道路管理に
関する法令はもとより、道路本体や道路付属物について精通しているとともに、道路管理に
ついての豊富な経験を有していることが必要である。また、地域住民等接する機会も多く道
路行政を補完する立場を踏まえた対応をする必要が有るとともに的確な判断力を必要とする
ものである。
社団法人中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の伸展に寄与することを目的として
設置された法人であり本業務に必要な知識及び豊富な経験を有している。本業務は、国土
交通省が行う道路管理業務を補完するものであり、これらの諸条件を充足するものとして
は、社団法人中部建設協会以外にない。以上の理由から契約の性質及び目的が競争を許さ
ないと認められるため、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号により随意契約をしようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5050 （社）中部建設協会 平成１７年度道路管理補助業務
田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年4月1日 69,940,500

本業務の実施にあたっては、広範な道路管理業務を補完する業務を行うため、道路管理に
関する一定の知識及び実務経験を必要とする。また許認可等の補助業務を実施するその業
務の性質上利害関係に関わりのない中立的な者でなければならない。更に道路利用者と接
する機会もあり道路行政を補完する立場を踏まえた対応をする必要がある。
社団法人中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の伸展に寄与することを目的として
設置された法人であり本業務に必要な知識及び豊富な経験を有しており、これらの諸条件を
充足するものとしては、社団法人中部建設協会以外にない。以上の理由から、契約の性質
及び目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号により随意契約をしようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5051 （社）中部建設協会
平成１７年度三重河川国道管内特
殊車両指導取締り補助業務

田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年6月14日 1,281,000

三重河川国道国道事務所が行う特殊車両指導取締りにおいて、特殊車両の寸法及び重量
等の計測を行うなど指導取締りの行政補完業務を行う本業務の実施にあたっては、特殊車
両の違反者に対し違反事実の確認を行うなど、道路法等の関係法令に精通していることはも
とより、中立性、公平性、適切な対応、即時判断が必要とされ、そのことより道路管理実務に
精通し、道路管理を補完しうる行政面の豊富な知識と経験が必要となる。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的に設立さ
れ、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な知
識と経験を豊富に有しており、当事務所管内にこれら全てを充足する者は（社）中部建設協
会の他にはない。以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認めるため、会
計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものであ
る。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5052 （社）中部建設協会
平成１７年度占用物件権利関係調
査業務

田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年12月26日 1,785,000

長年放置され権利関係が明らかでない占用物件を、過去の資料等を基に相続人関係及び
会社の経緯を調査し、現在の権利者確認（追跡調査）を行う本業務の実施にあたっては、関
係者個人のプライバシーに関する戸籍書類等の収集及び相続関係図作成業務等であるた
め、秘密の保持等に格別の配慮が必要とされる。
社団法人中部建設協会は、「建設行政の推進と建設事業の進展の寄与」を目的として設置さ
れた法人であり、直接的・間接的にも利害関係に関わりのない中立的な立場で、建設業務に
関する受託実績、行政面の知識経験者等、本業務において必要とされる業務執行能力を有
しており、これら諸条件を充足するものとしては、社団法人中部建設協会以外にない。以上
の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5053 （社）中部建設協会
平成１７年度三重道路設計技術補
助業務その２

田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成18年1月30日 19,687,500

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号） 見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5054 （社）中部建設協会
平成１７年度河川技術設計補助業
務

田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年5月20日 11,865,000

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号） 見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5055 （社）中部建設協会
平成１７年度三重道路設計技術補
助業務

田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年4月1日 15,697,500

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号） 見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5056 （社）中部建設協会
平成１７年度出張所監督官現場技
術業務

田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年4月1日 71,998,500

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号） 見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5057 （社）中部建設協会
平成１７年度管内河川現場技術業
務

田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年4月1日 55,860,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号） 見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5058 （社）中部建設協会
平成１７年度管内道路現場技術業
務

田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年4月1日 91,801,500

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号） 見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5059 （社）中部建設協会 平成１７年度道路技術補助業務
田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年4月1日 84,525,000

当事務所の調査第二課、工務第二課、道路管理第二課及び電気通信課が担当する業務の
発注に係る資料作成等及び設計書作成のための積算基礎データの作成を行う本業務の実
施にあたっては、道路事業に関する専門的な技術的知識と卓越した経験を必要とするととも
に、直接・間接的にも利害関係に関わりのない中立的な者であることが要求される。
社団法人中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の伸展に寄与することを目的として
設置された法人であり、本業務に必要とされる専門的な知識及び豊富な経験を有しており、
当所管内にはこれらの諸条件を充足する者は社団法人中部建設協会の他にない。以上の
理由から、契約の性質及び目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３第
４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5060 （社）中部建設協会
平成１７年度河川・海岸関係技術補
助業務

田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年4月1日 93,208,500

当事務所の河川・海岸関係に係る資料作成及び設計書作成のための積算基礎データを作
成する本業務の実施にあたっては、河川・海岸に関する専門的な技術的知識と卓越した経験
を必要とするとともに、直接・間接的にも利害関係に関わりのない中立的な者であることが要
求される。
社団法人中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の伸展に寄与することを目的として
設置された法人であり、本業務に必要とされる専門的な知識及び豊富な経験を有しており、
当所管内にはこれらの諸条件を充足する者は社団法人中部建設協会の他にない。以上の
理由から、契約の性質及び目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３第
４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所
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契約を締結した日
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5061 （社）中部建設協会 平成１７年度技術管理補助業務
田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年4月1日 3,990,000

三重河川国道国道事務所が実施する地域コミュニケーション及び技術管理に係わる業務に
必要な資料の作成・整理の補助を行う本業務の実施にあたっては、土木に関する行政的・技
術的な知識と卓越した経験を必要とするとともに、直接・間接的にも利害関係に関わりのない
中立的な立場が要求される。
社団法人中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として
設立された法人であり、本業務に必要とされる行政面の豊富な知識、経験等有しており、当
所管内にこれらの諸条件を充足する者は社団法人中部建設協会の他にはない。以上の理
由から、契約の性質及び目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３第４
項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

5062 （社）中部建設協会 平成１７年度河川広報活動業務
田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年5月19日 5,145,000

鈴鹿川・雲出川・櫛田川・宮川の沿川の児童及び一般を対象として実施する「水生生物調
査」や「平成１７年度三重四川連合水防演習・三重県総合防災訓練」の展示・体験コーナーに
おいて、一般に治水事業の重要性をＰＲし理解を深めるとともに、水防や防災意識の向上を
図るために行う降雨体験装置の設置・運営、防災関係パネルの制作・展示、水防工法資料
の作成等を行う本業務の実施にあたっては、公益性が高く河川行政に精通し、かつ、十分な
業務上の経験及び知見を有しているとともに三重四川の河川状況に熟知し、行政機関や学
校関係等との迅速な対応ができ、かつ、水質調査に対する豊富な経験を有することが必要で
ある。
社団法人中部建設協会は、中部地域の建設行政の推進に寄与することを目的とした公益法
人であり、本業務の遂行に際し必要となる知見及び経験を有している。当所管内には、これ
らの諸条件を充足する者は社団法人中部建設協会のほかにない。以上の理由から契約の
性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３第４項及び予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

5063 （社）中部建設協会
平成１７年度用地補償技術補助業
務

田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年4月1日 30,555,000

当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、
国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行さ
せる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号） 見直の余地があるもの

一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5064 （社）中部建設協会
平成１７年度宮川中島・佐八地区権
利追跡調査

田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年9月14日 1,680,000

宮川改修工事に必要な土地について相続関係による権利者調査で確認された相続人以降
のすべての相続人の調査を行う本業務の実施にあたっては、関係者個人のプライバシーに
関する戸籍書類の収集及び相続関係図作成業務等であるため、秘密の保持等に格別の配
慮が必要とされる。（社）中部建設協会は、「建設行政の推進と建設事業の伸展の寄与」を目
的として設置された法人であり、直接的、間接的にも利害関係に関わりのない中立的な立場
で建設業務に関する受託実績、行政面の知識経験等、本業務において必要とされる業務遂
行能力を有しており、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足するものは、（社）中部建設
協会に他にない。以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるた
め、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするも
のである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

5065 （社）中部建設協会
平成１７年度２３号中勢バイパス裁
決申請図書作成等業務

田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年6月17日 2,100,000

一般国道２３号改築（中勢バイパス）における土地収用法の規程に基づく権利取得の裁決申
請及び明渡裁決の申立のために必要な申請書、申立書等の作成補助を行う本業務の実施
にあたっては、被収容者との争点を細部にわたって把握する必要性から、土地収用法、損失
補償基準等の関係法令等に精通していることはもとより、被収用者との争点を十分理解でき
るだけの用地事務に精通し、用地業務を補完しうる行政面の豊富な知識と経験が必要とな
る。（社）中部建設協会は、「建設行政の推進と建設事業の伸展の寄与」を目的として設置さ
れ、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な知
識と経験を豊富に有しており、当事務所管内にこれらすべてを充足するものは、（社）中部建
設協会の他にはない。以上の理由から、契約の性質及び目的が競争を許さないと認められ
るため、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとす
るものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5066 （社）中部建設協会
平成１７年度木曽川下流河川巡視
業務委託

関沢　元治
木曽川下流河川事務所
桑名市大字福島４６５

平成17年4月1日 27,300,000

通常時は木曽川下流河川事務所の直轄河川管理区間の河川状況を巡視することにより、河
川の利用及び河川の占用状況の把握並びに河川の異常及び不法占用等に対する的確な把
握と河川監理員への報告並びに河川管理上必要な情報を収集。また出水時（豪雨、洪水、
高潮、地震その他異常天然現象を総称）においては、堤防、高水敷、護岸、床固、堰、水閘
門及び樋管周辺並びに河川工事現場（直轄及び許可）の状況を把握し、もって緊急かつ適切
な措置を講ずるための情報を収集し二次災害の防止、軽減に資する本業務の実施にあたっ
ては、以下の知識、経験及び技術をもって継続的に実施していく必要がある。（１）河川区域
（官民境界）を把握しており、特に河川保全区域における行為の制限（河川法第５５条）につ
いての判断等、河川管理に関する法令等に精通している。（２）過去の被災履歴や重要水防
箇所の把握、洪水の流出特性、地盤沈下等管内の流域特性を熟知しており、それらを踏ま
えた河川管理施設の点検等に対応できる必要。以上のように、行政面の豊富な知識及び経
験等本業務に必要とされる業務執行能力を有している人材を確保できるのは社団法人中部
建設協会のみであり、他に競合できる者はないため随意契約しようとするものである（会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5067 （社）中部建設協会
平成１７年度　水文観測所保守点検
及び資料整理業務

関沢　元治
木曽川下流河川事務所
桑名市大字福島４６５

平成17年4月1日 11,025,000

本業務は、木曽三川下流部における観測データ（河川水位・雨量・地下水位・地盤沈下・海
象）の信頼性の確保及び精度向上を図るため観測機器の保守点検を行うものである。また、
観測機器により得られるデータを基に水文資料として取りまとめるものである。当事務所の水
文観測機器は、６社のメーカによる１６種類の機器と多岐にわたっており、それらの点検・調
整には、観測機器に関する豊かな知識と経験、高度な技術が要求される。また、水文資料
は、国土情報のデータベースとしてデータの継続的な精度の確保が必要とされ、データの読
み取りには、豊かな経験が要求される。（社）中部建設協会は、水文資料整理のための独自
開発ソフトを保持しているとともに、当事務所をはじめとする中部地方整備局管内の水文観
測機器の保守点検、水文観測結果のとりまとめを永年にわたって実施しており、本業務を遂
行できるのは、（社）中部建設協会以外にない。よって、（社）中部建設協会と随意契約するも
のである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

5068 （社）中部建設協会
平成１７年度　城南排水機場外１件
管理業務委託

関沢　元治
木曽川下流河川事務所
桑名市大字福島４６５

平成17年4月1日 9,135,000

城南及び沢北排水機場の日常管理を行い排水機場の機能の確保を図る、本業務の実施に
あたっては、河川に関する知識はもとより排水機場には各種メーカーの多種多様な機器が導
入されており、これら機器の機能に関すること、及び施設全般に関する知識が必要である。ま
た、外来者や見学者が多く、これらに対しても十分な対応が要求される。地元自治体には豊
富な知識及び経験等、本業務に必要とされる執行能力を有している人材を地元では確保で
きないため、これらの能力を有する社団法人中部建設協会と契約するものである（会計法第
２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5069 （社）中部建設協会
平成１７年度　木曽三川水質監視業
務委託

関沢　元治
木曽川下流河川事務所
桑名市大字福島４６５

平成17年4月5日 10,027,500

本業務の実施にあたっては
①水質試料採水にあたっては、水質が天候や採水時刻、潮汐、採水位置等多くの要素によ
り多大の影響を受けるため、気象・水象・河道変動状況等の要因を総合的に判断可能な技
術力と豊富な知識・経験を有すること。
②水面巡視にあたっては、水質状況を的確に把握するために、河川形状・河道特性・水際植
生等を熟知し、気象・水象にともなう水質変動特性や過去の水質変動・藻類発生履歴等に精
通し、豊富な知識・経験・技術力をもって継続的に実施していく必要があること。
③水質の急変時や水質事故等緊急時の機動力が不可欠で、短時間で出動可能な技術員を
桑名に常駐させていること。
が必要である。（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを
目的として設立された管内唯一の公益法人で、水質試料採水及び水面巡視に関する豊富な
業務実績を有しており、本業務に必要な河状、水質特性等を熟知しており豊富な経験と知識
を有するとともに、業務履行能力を有している人材を確保し、突発的緊急的な対応にも短時
間で出動可能である桑名に技術員を常駐させている。　したがって、本業務の履行に必要と
される諸条件を満足するものは、（社）中部建設協会の他にはない。
以上の理由から、契約の性質若しくは業務の目的が競争を許さないと認められる（会計法第
２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

5070 （社）中部建設協会
平成１７年度　木曽川下流設計技術
補助業務委託

関沢　元治
木曽川下流河川事務所
桑名市大字福島４６５

平成17年5月30日 53,025,000

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5071 （社）中部建設協会
平成１７年度　木曽川下流現場技術
業務委託

関沢　元治
木曽川下流河川事務所
桑名市大字福島４６５

平成17年4月1日 211,365,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
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5072 （社）中部建設協会
平成１７年度　木曽三川下流部河川
調査及び広報業務

関沢　元治
木曽川下流河川事務所
桑名市大字福島４６５

平成17年4月1日 24,885,000

本業務の遂行には、河川行政に精通しており、専門的な知識とともに、流域の地域特性に関
する知識に基づいたデータの加工　・資料の作成を行えることが必要不可欠である。また、有
識者等への講演依頼及び関係市町や教育委員会、並びに市民団体等との連絡調整が求め
られ、さらに、木曽三川下流域に住む人々の水との闘いとその変遷に関する知識及び流域
特性に関する知識、並びに地域活動と河川行政に精通していることが必要不可欠である。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の伸展に寄与することを目的として設立
された公益法人であり、本業務に必要とされる流域の特性や流域に住む人々の水との闘い
とその変遷及び河川行政に関する専門的な知識と豊富な経験を保有している。したがって、
本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は（社）中部　建設協会の他にない。以上
の理由から、（社）中部建設協会と随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

5073 （社）中部建設協会
平成１７年度　用地補償技術補助業
務委託

関沢　元治
木曽川下流河川事務所
桑名市大字福島４６５

平成17年4月1日 11,970,000

当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、
国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行さ
せる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5074 （社）中部建設協会 平成１７年度　厚生福祉業務委託
関沢　元治
木曽川下流河川事務所
桑名市大字福島４６５

平成17年4月1日 2,491,128

業務実施にあたっては、作業員が無人寮内（共用部分）への立ち入りや、特別の事情を要す
場合には入居者が占有する部分への立ち入りも必要となり、桑名寮の安全と、国有財産、備
品等の適正な管理に深く関わり、なおかつ、入居者の個人情報等を保護することが厳に要求
される。また、賄いにおいては衛生管理はもとより入居者の健康面にも配慮が求められるとと
もに、業務は、早朝からの作業が要求される。以上の要件を充足しようとすれば、市場におい
てその代替性はなく、よって会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４の第３号の規
定に基づき、随意契約の相手方として選定するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約

5075 （社）中部建設協会
平成１７年度紀勢国道管内道路巡
回業務委託

松本　良一
紀勢国道事務所
松阪市郷津町２０６番地の１

平成17年4月1日 28,612,500

紀勢国道事務所の管理区間を『道路巡回実施要領』に基づき道路を巡視し、もって道路状態
及び道路の占用または利用状況の把握を的確に行うとともに、道路管理上必要な情報（落
石・陥没・凍結・渋滞等）を収集し道路管理員へ報告する本業務の実施にあたっては
１）道路管理に関係する法令等はもとより、道路管理施設や道路構造物等に対する土木的知
識は無論のこと、道路巡視により地域住民等と直接・間接的に接する機会も多々あり、道路
管理上の行政行為を補完する側面をもって従事しなければならない。
２）業務遂行上、その判断力や言動等については適切な対応と細心な注意を支払う豊富な知
識・経験と実施にあたっては道路管理に関する行政面に精通している必要
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立
された法人であり、建設事業に関係する業務の受託も実施しており、行政面の豊富な知識及
び経験等本業務に必要とする業務遂行能力を有している（会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5076 （社）中部建設協会
平成１７年度　紀勢国道管内道路管
理技術補助業務委託

松本　良一
紀勢国道事務所
松阪市郷津町２０６番地の１

平成17年4月1日 32,077,500

紀勢国道事務所における道路台帳及び道路管理資料の整備並びに許認可事務処理（道路
の不法使用、不法占用の取締り、境界立会等）及び苦情申立による現地立会等の補助業務
を行う本業務の実施にあたっては、道路法令等に精通していることはもとより、その過程にお
いて直接利害関係者と接する機会が多々あり、個人のプライバシーに関する資料に直接接
することもあり、これらの観点から、機密保持はもとより、その判断力や言動等についても道
路管理に係る行政面の豊富な知識・経験が要求され、かつ直接・間接的にも利害に関係の
ない中立的な者でなければならない。また業務遂行上、緊急時に対応せざるを得ない場合も
ありそれらに適格な判断ができ、的確な処理能力が発揮される豊富な知識・経験を有してい
なければならない。
(社)中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立さ
れた法人であり、建設事業に関係する業務の受託も実施しており、行政面の豊富な知識及
び経験等本業務に必要とする業務遂行能力を有している（会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5077 （社）中部建設協会
平成１７年度紀勢地区特殊車両取
締り業務委託

松本　良一
紀勢国道事務所
松阪市郷津町２０６番地の１

平成17年6月10日 2,310,000

紀勢国道事務所が実施する道路法第４７条の３に基づく特殊車両指導取締りの補助を行うも
ので、運行中の特殊車両の基地内への誘導、車両重量の計測及び記録、車両寸法の計測
及び記録、許可証の確認及び違反事実の照合、違反車両に対する車両制限令等の説明、
指導警告書又は措置命令書の作成等の実施にあたっては、道路管理に関する法令及び特
殊車両に関する法令等に精通し、行政を補完できる豊富な知識と経験が必要となる。特に違
反車両に対する車両制限令等の説明、指導警告書又は措置命令書の作成等の業務にあ
たってはあわせて、特殊車両指導取締りに関する行政上の判断能力及び違反者等に対する
説明能力が必要となる。（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与す
ることを目的に設立され、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であ
り、本業務に必要な知識と経験を豊富に有している。当事務所管内にはこれら全てを充足す
る者は（社）中部建設協会の他にはない（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5078 （社）中部建設協会
平成１７年度　紀勢国道設計技術補
助業務委託

松本　良一
紀勢国道事務所
松阪市郷津町２０６番地の１

平成17年9月2日 47,302,500

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5079 （社）中部建設協会
平成１７年度　紀勢国道現場技術等
業務委託

松本　良一
紀勢国道事務所
松阪市郷津町２０６番地の１

平成17年4月1日 284,865,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5080 （社）中部建設協会
平成１７年度　用地補償技術補助業
務委託

松本　良一
紀勢国道事務所
松阪市郷津町２０６番地の１

平成17年4月1日 12,075,000

当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、
国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行さ
せる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5081 （社）中部建設協会
平成１７年度　紀宝バイパス事業認
定申請図書作成業務委託

松本　良一
紀勢国道事務所
松阪市郷津町２０６番地の１

平成17年8月9日 6,825,000

一般国道４２号（紀宝ＢＰ）改築事業において、土地収用法（以下「法」という。）第１６条に規
定する事業の認定を受けるための事業認定申請書（法第１８条）及びその参考資料の作成を
行う本業務の実施にあたっては、事業認定申請単位の考え方、都市計画との関連、書類作
成の方法、事業の公益性、土地利用の合理性等の疎明方法について十分理解していること
が必要であるとともに、土地収用法、道路法、河川法等の関係法令及び事業計画、事業実
施、用地の建設業務全般にわたっての豊富な知識及び経験が必要となる。また、本業務は、
被収用者と任意の用地交渉が進められるなかでの土地収用法の手続を前提とした業務であ
るため慎重な機密保持が必要であるとともに、業務遂行上知り得る被収用者の個人情報等
に関しても慎重な機密保持が必要となる業務でもある。さらに、当該事業の用地取得は非常
に長期間にわたっていること、また、当該事業区間には未測量箇所があること等により、本業
務を円滑かつ迅速に進めるには、現地での調査に特別な配慮が必要となり、収用業務全般
の豊富な知識と経験を必要とするものである。（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建
設事業の伸展に寄与することを目的として設立された法人であり、本業務に必要な知識と経
験を豊富に有している。当事務所管内に、これら全てを充足できる者は、（社）中部建設協会
の他にない。以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会
計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約をしよ
うとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

5082 （社）中部建設協会
平成１７年度　単価契約　厚生福祉
業務委託

松本　良一
紀勢国道事務所
松阪市郷津町２０６番地の１

平成17年4月1日 6,218,529

紀勢国道事務所の寮並びに熊野維持出張所の庁舎内での清掃及び賄等の業務を実施する
本業務の実施においては、
１）行政事務の補助的な業務として庁舎内に常勤して執務室に出入りするため、機密性の高
い工事関係書類等に接するうえ、廃棄物の処理紙屑類の処分並びに職員間の会話を耳に
する機会も多いことから十分な注意を払う必要があり、それらの業務に豊富な経験を有して
いること。
２）防災官庁として非常時における寮を活用するため、給食及び雑役務業務が必要
３）熊野維持出張所は、紀勢国道事務所管内及び三重県 南端にして、生活上不便なところ
である。災害時においては道路が通行止めになるなど交通・物流事情も悪い。又緊急時にお
ける態勢下においても厚生福祉業務の必要性がある。
４）業務上短時間に処理する機会が多く、職員の業務遂行に支障無く業務処理ができ、緊急
必要時には代替等の対処が適切にできる業者であること。
５）更には、部内外者等との打合せによって知り得る情報等も、部外流出防止への留意等機
密保持が要求されるため、利害に直接、間接を問わず関係のない中立的な業者であること。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立
された法人であり、建設事業に関係する業務の受託も実施しており、行政面の豊富な知識及
び経験等本業務に必要とする業務遂行能力を有している。
上記の諸条件を考慮して選定すると、（社）中部建設協会以外に条件を満たす業者はないの
で、会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第４号により上記業者と随意契約を行
うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約

5083 （社）中部建設協会 平成１７年度　道路巡回業務委託
村松　千明
北勢国道事務所
四日市市南富田町４番６号

平成17年4月1日 28,140,000

北勢国道事務所管理区間内において、道路が常時良好な状態に保たれるよう道路巡回を実
施し、道路の利用状況を把握し、道路の異常及び不法占用等に対して適宜の処置を講ずる
とともに、道路管理上に必要な情報及び資料を収集する本業務の実施にあたっては、道路管
理業務に関する専門的な技術的知識と卓越した経験を必要とするとともに業務の内容上、直
接・間接的にも利害関係に関わりのない中立的な者であることが要求される。
（社）中部建設協会は、道路巡回に関する多くの業務実績を有するとともに本業務に必要とさ
れる道路法等を十分熟知した知識、経験及び道路損傷、気象状況、道路構造物・路面の異
常、不法占用等に対する敏速な処理能力を有している。したがって、本業務の履行に必要と
される諸条件を充足する者は、（社）中部建設協会の他にない。以上の理由から、契約の性
質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5084 （社）中部建設協会
平成１７年度　道路管理技術補助業
務委託

村松　千明
北勢国道事務所
四日市市南富田町４番６号

平成17年4月1日 27,174,000

北勢国道事務所における道路台帳及び道路管理資料の整備並びに許認可事務処理の補助
業務を行う本業務の実施にあたっては、道路管理に関する専門的な技術的知識と卓越した
経験を必要とするとともに、業務の内容上、直接・間接的にも利害関係に関わりのない中立
的な者であることが要求される。（社）中部建設協会は、本業務に関する多くの実績を有する
とともに、道路管理に関する専門的な技術的知識及び道路法・関係法令等に十分熟知し、道
路管理者に代わって占用者等との打合せ及び調査等をし、敏速な処理能力を有している。し
たがつて、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は、（社）中部建設協会の他に
ない。以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第
２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5085 （社）中部建設協会
平成１７年度　道路損傷復旧処理業
務委託

村松　千明
北勢国道事務所
四日市市南富田町４番６号

平成17年4月1日 5,092,500

北勢国道事務所管理区間内における、道路損傷復旧業務を行う本業務の実施にあたって
は、道路損傷復旧処理に関する専門的な技術的知識と卓越した経験を必要とするとともに、
直接・間接的にも利害関係に関わりのない中立的な者であることが要求される。
（社）中部建設協会は、本業務に関する多くの実績を有するとともに道路損傷に関する道路
法等関係法令・道路構造物等に十分熟知し、道路管理者に代わって交通管理者との打合せ
及び調査等をし、敏速な処理能力を有している。したがって、本業務の履行に必要とされる諸
条件を充足する者は、（社）中部建設協会の他にない。以上の理由から、契約の性質又は目
的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5086 （社）中部建設協会
平成１７年度　設計積算技術補助業
務委託

村松　千明
北勢国道事務所
四日市市南富田町４番６号

平成17年4月1日 39,952,500

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5087 （社）中部建設協会
平成１７年度　北勢国道管内伊賀地
区現場技術業務委託

村松　千明
北勢国道事務所
四日市市南富田町４番６号

平成17年4月1日 40,582,500

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5088 （社）中部建設協会
平成１７年度　北勢国道管内北勢地
区現場技術業務委託

村松　千明
北勢国道事務所
四日市市南富田町４番６号

平成17年4月1日 40,530,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5089 （社）中部建設協会
平成１７年度　北勢地区技術補助業
務委託

村松　千明
北勢国道事務所
四日市市南富田町４番６号

平成17年4月1日 125,790,000

北勢国道事務所が行う各種設計及び工事に係る資料作成並びに設計書の作成のための基
礎データ作成を行う本業務の実施にあたっては、道路等の調査、計画、設計及び工事等に
関する専門的な技術的知識と卓越した経験を必要とするとともに、直接・間接的にも利害関
係に関わりのない中立的なものであることが要求される。（社）中部建設協会は建設行政の
推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立された法人であり、本業務に必要と
される知識及び経験を有している。また、当所管内には、これらの諸条件を充足する者は、
（社）中部建設協会の他にない。以上の理由から契約の性質又は目的が競争を許さないと認
められるため、会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しよう
とするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5090 （社）中部建設協会
平成１７年度　２５号技術補助業務
委託

村松　千明
北勢国道事務所
四日市市南富田町４番６号

平成17年4月1日 49,392,000

北勢国道事務所の担当する三重県伊賀地域における道路管理を主とした各種調査、計画、
設計及び工事に係る資料作成及び設計書作成のための基礎データの作成を行う本業務の
実施にあたっては、各種の道路調査、計画、設計、工事及び管理に関する専門的な技術的
知識と卓越した経験を必要とするとともに、直接・間接的にも利害関係に関わりのない中立的
なものであることが要求される。社団法人中部建設協会は建設行政の推進と建設事業の進
展に寄与することを目的として設立された法人であり、本業務に必要とされる道路に関する技
術的知識及び経験を有している。したがって、本業務の履行に必要な諸条件を充足する者
は、社団法人　中部建設協会の他にない。以上の理由から契約の性質又は目的が競争を許
さないと認められるため、会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意
契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5091 （社）中部建設協会
平成１７年度　用地補償技術補助業
務委託

村松　千明
北勢国道事務所
四日市市南富田町４番６号

平成17年4月1日 12,075,000

当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、
国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行さ
せる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5092 （社）中部建設協会
平成１７年度１号北勢バイパス大矢
知地区事業認定図書作成業務

村松　千明
北勢国道事務所
四日市市南富田町４番６号

平成17年10月28日 4,252,500

一般国道１号（北勢バイパス）改築事業において、土地収用法第１６条に規定する事業の認
定を受けるための事業認定申請書（土地収用法第１８条）及びその参考資料の作成を行う本
業務の実施にあたっては、事業認定申請単位の考え方、都市計画との関連、書類作成の方
法、事業の公益性、土地利用の合理性等の証明方法について十分理解していることが必要
であるとともに、土地収用法、道路法等の関係法令及び事業計画、事業実施、用地の道路行
政全般にわたっての豊富な知識と経験が必要となる。また、本業務は、被収用者と任意の用
地交渉を進める中での土地収用法の手続きを前提とした業務であるため慎重な機密保持が
必要であるとともに、業務上知り得る被収用者の個人情報等に関しても慎重な機密保持が必
要となる業務である。なお、本業務は、社団法人中部建設協会が、平成１５年度北勢バイパ
ス大矢知地区事業認定申請図書作成業務で作成した事業認定申請図書等の内容を修正す
る業務であることから、実施済業務の履行に当たり参照した情報、履行の経験、秘匿すべき
情報、関係者の情報等を詳細に熟知した社団法人中部建設協会に相手方が限定される業
務でもある。社団法人中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の伸展に寄与すること
を目的として設立された法人であり、本業務に必要な知識と経験を豊富に有している。当事
務所管内に、これら全てを充足できる者は、社団法人中部建設協会の他にない。以上の理
由から、契約の性質及び目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３第４
項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約をしようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

5093 （社）中部建設協会 平成１７年度厚生福祉業務
村松　千明
北勢国道事務所
四日市市南富田町４番６号

平成17年4月1日 2,559,242

本業務は、北勢国道事務所独身寮（葉月寮）の朝食と夕食の賄い業務と施設の共同部分の
清掃等を行うものである。本寮の近隣には食堂施設が少なく、またコンビニエンスストアも無
い状況で、各部屋毎に炊事等の設備はなく、炊事設備は全入寮者を対象としたものとなって
おり、入寮者へは健康管理や栄養管理、衛生管理の配慮や非常時における臨機な対応を必
要とするため、信頼される職員を派遣できるものでなければならない。（社）中部建設協会は
当業務に関する実績も豊富であり、行政経験の豊富な管理技術者を有しており、非常時の
対応にも精通している（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約

5094 （社）中部建設協会
平成１７年度　天竜川上流　河川巡
視業務委託

三上　幸三
天竜川上流河川事務所
駒ヶ根市上穂南７番１０号

平成17年4月1日 14,931,000

天竜川上流河川事務所の管理する河川管理区間において、河川及び河川保全区域を巡視
して、常に良好な状態が保たれるよう、堤防等の異常及び不法占用等に対して適切な措置を
講ずるとともに、管理上必要な情報及び資料を収集、堤防等の異常や不法占用等に対して、
現場での速やかな適切な対応が求められる本業務の実施にあたっては、河川に関する関係
法令及び土木技術の知識並びに地理的特徴、河川利用の特徴等に係る知識に基づく、的確
な対応が求められる。また、関係者との対応にあたっては、常に河川管理者の立場にたった
中立、公平な対応と関係者の個人情報の厳格な守秘義務が求められる。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立
された公益法人であり、本業務と同種の業務について、豊富な履行実績を有する等、本業務
に必要とされる技術・知識及び経験を有している。当事務所管内に上記の諸条件を充足する
者は（社）中部建設協会の他にない。以上の理由から契約の性質又は目的が競争を許さな
いと認められるため、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意
契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5095 （社）中部建設協会
平成１７年度　天竜川上流河川管理
補助業務委託

三上　幸三
天竜川上流河川事務所
駒ヶ根市上穂南７番１０号

平成17年4月1日 14,595,000

天竜川上流河川事務所の管理区間における、河川の占用等の許認可申請に係る審査及び
河川台帳、附図等河川管理関係資料の補正・整理等を行うにあたり、法令規則等に従い情
報の収集、調査、確認等の補助業務を実施する本業務の実施にあたっては河川に関する関
係法令等に係る知識が求められ、また、関係者との対応にあたっては、常に河川管理者の立
場にたった中立、公平な対応と関係者の個人情報の厳格な守秘義務が求められる。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立
された公益法人であり、本業務と同種の業務について、豊富な履行実績を有する等、本業務
に必要とされる知識及び経験を有している。当事務所管内に上記の諸条件を充足する者は
（社）中部建設協会の他にない。以上の理由から契約の性質又は目的が競争を許さないと認
められるため、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しよ
うとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5096 （社）中部建設協会
平成１７年度　天竜川上流設計技術
補助業務委託

三上　幸三
天竜川上流河川事務所
駒ヶ根市上穂南７番１０号

平成17年4月1日 63,336,000

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5097 （社）中部建設協会
平成１７年度　天竜川砂防現場技術
業務委託

三上　幸三
天竜川上流河川事務所
駒ヶ根市上穂南７番１０号

平成17年4月1日 101,850,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5098 （社）中部建設協会
平成１７年度　天竜川上流技術補助
業務委託

三上　幸三
天竜川上流河川事務所
駒ヶ根市上穂南７番１０号

平成17年4月1日 69,300,000

天竜川の治水施設整備・維持、環境の整備・保全のために行う河川計画立案に関する調査
資料の作成及び水文観測等基礎資料の作成等、調査業務の補助を行う本業務の実施にあ
たっては、事業の方向性を検討する段階などいわゆる意思形成過程の情報にふれる機会も
多くあり、厳格な守秘義務がもとめられる。　また降雨、水位等の水文観測資料の作成に当
たっては、観測所の相互の時間的整合性等やレーダー降雨観測、ダム・堰の放流量などとの
整合性など総合的にその品質管理に努めなければならないなど、水文観測業務に長年従事
した経験が必要である。（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与す
ることを目的として設立された公益法人であり、本業務と同種の業務について、豊富な履行
実績を有する等、本業務に必要とされる知識及び経験を有している。当事務所管内に上記の
諸条件を充足する者は（社）中部建設協会の他にない。以上の理由から契約の性質又は目
的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5099 （社）中部建設協会
平成１７年度　用地補償技術補助業
務委託

三上　幸三
天竜川上流河川事務所
駒ヶ根市上穂南７番１０号

平成17年4月1日 11,970,000

当業務は、被補償者の権利関係の確認による特定、補償金の確定及び補償説明の補助を
行うものであり、業務を通じて取り扱う情報はプライバシー保護の必要性が極めて高い個人
情報に関わるものであることはもとより、被補償者との信頼関係の醸成が不可欠なものであ
る。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、
国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行さ
せる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5100 （社）中部建設協会 平成１７年度厚生福祉業務委託
三上　幸三
天竜川上流河川事務所
駒ヶ根市上穂南７番１０号

平成17年4月1日 6,830,657

天竜川上流河川事務所の遠山川砂防出張所等における厚生福祉業務を行う本業務の実施
にあたっては、作業員は日々庁舎に常駐し、工事関係資料等の機密性の高い資料や情報に
接する機会も多く、機密の保持が も要求されるものである。社団法人中部建設協会は、国
土交通行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的したがって、当所管内にこれらの
諸条件を充足する者は、社団法人中部建設協会の他になく、会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約

5101 （社）中部建設協会 平成１７年度　道路巡回業務委託
若尾　豊信
飯田国道事務所
飯田市東栄町３３５０番地

平成17年4月1日 28,875,000

「道路巡回実施要領」に基づき道路の状態を巡視し、もって道路及び道路の利用状況の把
握、並びに道路の異常及び不法占用等に対する的確な状況把握と道路監理員への迅速な
報告を行い、さらに道路管理上必要な情報を収集する本業務の実施にあたっては、道路巡
回に係る管理技術に卓越した能力を有すると共に道路管理に関する豊富な知識・経験や関
係諸法令の理解が必要となり、且つ道路利用者や沿道関係者への的確で親切な接受行為
が求められるため、豊富な行政経験が不可欠であるとともに、利害関係に関わりのない中立
な者でなければならない。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的に設置され
た社団法人であり、本業務に必要な知識及び豊富な経験を有している。さらに、当所管内に
はこれらの諸条件を充足するものは（社）中部建設協会の他にない以上の理由から、契約の
性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5102 （社）中部建設協会
平成１７年度　特殊車両指導取締業
務委託

若尾　豊信
飯田国道事務所
飯田市東栄町３３５０番地

平成17年7月20日 2,026,500

道路管理者が道路法第４７条の３の規定に基づき実施する特殊車両の指導取締の補助業
務を実施する本業務の実施にあたっては、道路法・車両制限令その他の関係法令・通達等
及び特殊車両通行許可制度に関する高度または専門的な技術力・知識力が必要不可欠で
ある。現地において地元警察等の関係機関との緊密な連携を図るとともに、当該車両の計測
や運転手等との面談を行う際には、道路法等の違反事実の有無を瞬時に判断する必要があ
ることなどから道路法、並びに関連法令に精通していることが必要であり、且つ各種資料の
作成及び業務遂行上知り得る事柄に関しては、機密性の保持及び利害に関わりのない中立
公正な立場であることが要求される。また、業務を行うにあたり、特殊車両指導取締業務の
実務経験豊かで、その判断力言動について行政面等にも精通した職員が業務を行うことによ
り、円滑で優秀な成果を保できることが必要とされる。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立
され、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、特殊車両指導取
締に関する多くの業務実績を有するとともに、本業務において必要とされる特殊車両指導取
締に関する高度または専門的な技術力・知識力を有している唯一の者である。したがって、
本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は（社）中部建設協会の他にはない（会計
法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5103 （社）中部建設協会
平成１７年度　飯田国道設計技術補
助業務委託

若尾　豊信
飯田国道事務所
飯田市東栄町３３５０番地

平成17年5月30日 90,720,000

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5104 （社）中部建設協会
平成１７年度　飯田国道現場技術業
務委託

若尾　豊信
飯田国道事務所
飯田市東栄町３３５０番地

平成17年4月1日 181,996,500

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5105 （社）中部建設協会
平成１７年度　飯田国道技術補助業
務委託

若尾　豊信
飯田国道事務所
飯田市東栄町３３５０番地

平成17年4月1日 245,175,000

飯田国道事務所における工事設計、調査、道路管理、用地補償及び行政文書管理に関する
補助業務を行う本業務の履行にあたっては、道路・公共事業関係法令、工事及び調査設計
業務の設計・積算基準、行政文書分類基準等に精通していることはもとより、中立性、公平
性、豊富な行政経験も要求される。
（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的に設立さ
れ、建設事業に関する行政の補完業務を手がけている社団法人であり、本業務に必要な知
識と経験を豊富に有している。当事務所管内にこれら全てを充足する者は（社）中部建設協
会の他にはない。以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認めるため、会
計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものであ
る。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5106 （社）中部建設協会
平成１７年度　権兵衛峠道路技術資
料作成業務委託

若尾　豊信
飯田国道事務所
飯田市東栄町３３５０番地

平成17年7月27日 22,365,000

トンネル掘削技術の粋を集めて施工が進められた一般国道３６１号権兵衛トンネルの計画か
ら施工完了に至るまでの技術的な検討経緯、施工の状況等にかかる資料の収集・整理を行
い、権兵衛トンネル技術記録資料として作成し今後の同事例への活用及び技術力の向上に
資する技術資料の作成を行う本業務の実施にあたっては、道路の構想・計画段階から施工・
供用に至るまで事業進捗の各段階における膨大な資料の中から道路事業の技術的検討資
料の取捨選択を行うための高度な専門知識及び関連する技術資料の高い内容把握能力が
必要であるとともに、そのとりまとめに当たっては内容に利害関係のない高い中立性、公平
性を有することが必要である。（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に
寄与することを目的として設立された法人で、高い中立性、公平性を有し、さらに、本業務に
必要とされる調査及び行政補助に係わる幅広い豊富な経験及び高度な専門知識を有してい
ることから、当事務所管内に、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足するものは（社）中
部建設協会の他にはない。以上の理由から、契約性質又は目的が競争を許さないと認めら
れるため、会計法２９条の３第４及び予決令第１０２条４第３号により随意契約をしようとする
ものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

5107 （社）中部建設協会
平成１７年度　飯田国道管内地域
データ集作成業務

若尾　豊信
飯田国道事務所
飯田市東栄町３３５０番地

平成17年4月1日 10,416,000

長野県南部の上伊那・下伊那・飯田・木曽の４地域について、「地域づくり」のための基礎
データを収集し、道路整備に係るアウトカム指標を設定するために必要な地域特性を示す
「地域データ集」を作成する本業務の実施にあたっては、当該業務に係わる特定の経験及び
知識を必要とするとともに、高度な守秘義務を求め得る者、又は中立性、公平性を有する者
が契約の相手として要求される。（社）中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与することを目的として設立された法人であり、本業務に必要とされる豊富な経験及び
専門的な知識を有している。また、本業務については、南信地域の特性について熟知してい
るほか、行政経験にも精通し、的確なデータのとりまとめの能力及び作成資料の機密保持が
必要となる。当事務所管内にこれらの諸条件を充足するのは（社）中部建設協会の他にはな
い。以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、随意契約
しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

5108 （社）中部建設協会 平成１７年度厚生福祉業務委託
若尾　豊信
飯田国道事務所
飯田市東栄町３３５０番地

平成17年4月1日 7,611,324

本所（寮）、木曽維持出張所（寮）の賄及び清掃管理業務を実施する本業務は、寮内におい
て業務を実施するものであり、寮生各個室の安全と入居者の個人情報等を保護することが
厳に要求され、また国有財産、備品等の適正な管理に深く関わるものである。そして、賄いに
おいては衛生管理はもとより入居者の健康面にも配慮が求められるとともに、業務は、早朝
からの作業が要求される。社団法人中部建設協会は、国土行政の推進と建設事業の伸展に
寄与することを目的とした法人であり、本業務に必要とされる豊富な経験を有し信頼性が高
い。当所管内においてこれらの諸条件を充足する者は社団法人中部建設協会の他にはな
く、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約
しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約

5109 （社）中部建設協会 平成１７年度　河川巡視等業務委託
榎村　康史
三峰川総合開発工事事務長
長野県上伊那郡長谷村大字溝口１５２７

平成17年4月1日 9,838,500

当事務所管理区間の河川巡視と併せ、ダム建設予定地内のボーリング孔の水位及び傾斜
計等の計測を行うもので、河川巡視では河川の利用状況把握や河川の異常及び不法占用
等を的確に把握するものであり、河川管理に関する知識、経験が要求され、また、業務の性
格上、利害関係に関わりの無い中立的な立場も要求されるものである。 ボーリング孔の水位
及び傾斜計等の計測については、単に測定業務だけではなく、ダム建設予定地内の地形状
況変化の把握が今後のダム計画に密接な関係があり、利害関係に関わりの無い立場が必
要とされる。
 （社）中部建設協会は、本業務に必要とされる技術・知識・経験を有し、業務遂行上の中立
的な立場になり得る者で、その実績も有している。従って、本業務履行に必要とされる諸条件
を充足する者は（社）中部建設協会の他にない。以上の理由から契約の性質又は目的が競
争を許さないと認められる為、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号によ
り随意契約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5110 （社）中部建設協会
平成１７年度　三峰川総合開発設計
技術補助業務委託

榎村　康史
三峰川総合開発工事事務長
長野県上伊那郡長谷村大字溝口１５２７

平成17年4月1日 17,262,000

当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格の作成を補助する業務であり、
仮に予定価格に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべ
き業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履
行させる必要がある（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5111 （社）中部建設協会
平成１７年度　三峰川総合開発現場
技術業務委託

榎村　康史
三峰川総合開発工事事務長
長野県上伊那郡長谷村大字溝口１５２７

平成17年4月1日 43,827,000

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5112 （社）中部建設協会
平成１７年度　三峰川総合開発技術
補助業務委託

榎村　康史
三峰川総合開発工事事務長
長野県上伊那郡長谷村大字溝口１５２７

平成17年4月1日 12,810,000

三峰川総合開発工事事務所の調査業務等に関する補助業務を行う本業務の実施にあたっ
ては、現在進めている基本計画変更関連資料をはじめ猛禽類調査関係資料等の機密性の
高い資料に直接接する機会が多いことから、機密の保持はもとより土木関係に関する技術
的知識と経験により、調査職員の指示内容を的確に判断しうることが要求される。
(社)中部建設協会はその対応と言動について確かな行政経験、技術を有しており、かつ利害
に直接的、間接的にも関わりはない。更に、当所管内にはこれらの諸条件を充足する者は、
(社)中部建設協会の他にない。以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと
認められるため、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により随意契約しよ
うとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5113 （社）中部建設協会
平成１７年度　三峰川総合開発事業
広報業務委託

榎村　康史
三峰川総合開発工事事務長
長野県上伊那郡長谷村大字溝口１５２７

平成17年4月13日 6,531,000

三峰川総合開発工事事務所が実施する事業モニター会議等の企画・調整・運営等を実施す
る本業務の実施にあたっては、国土交通行政に熟知し、事業広報に関する相当な知識と経
験を持つとともに行政経験が豊富な者の指導監督、職員に準じた心構えの保持が必要であ
り、事業に関する利害に関わりのない中立的な立場の者であることが要求される。また、モニ
ター等の個人情報等を扱うため機密性等も必要になる。これらの事を満足させる契約の相手
方は、国土交通行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設置された営利を
目的としない公益法人である（社）中部建設協会に特定される。よって、会計法第２９条の３
第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものであ
る。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

5114 （社）中部建設協会 平成１７年度　厚生福祉業務委託
榎村　康史
三峰川総合開発工事事務長
長野県上伊那郡長谷村大字溝口１５２７

平成17年4月1日 7,057,534

三峰川総合開発工事事務所の本所及び伊那寮・伊那会議所における清掃及び賄い等の業
務を行う本業務の実施にあたっては、職員の厚生、福祉に直接関わる事柄であるため、職員
管理に対する豊富な知識と経験が求められる。また、執務室等への出入りが多く内部資料等
に接する機会も多く、更には、執務室内での打ち合わせ等によって知りうる情報も多いため
機密の保持が要求されることはもとより、利害に関わりのない中立的な立場であることも要求
される。以上の事由を満足する契約の相手方は、当初管内に支所があり営利を目的としない
上記法人のみであり他に競合するものはなく、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号の規定に基づき、随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約

5115 （社）中部建設協会
平成１７年度　美和ダム・小渋ダム
維持管理保守業務委託

野村　正之
天竜川ダム統合管理事務所
長野県上伊那郡中川村大草６８８４番地
の１９

平成17年4月1日 18,270,000

美和ダム及び小渋ダム流域の観測所点検整備、堤体観測、水質測定、水文資料等整理を行
う本業務の実施にあたっては、ダム管理に関する法令及び土木的知識を必要とし、また地域
住民と接する機会も多いため、行政面についても精通していなければならない。さらにダム管
理関係の機密性の高い資料等に接する機会が多いことから、機密の保持はもとより監督職
員の指示内容を的確に判断することも要求される。これらの諸条件を満足するのは、（社）中
部建設協会だけであり、他に競合できるものはいない。よって、会計法第２９条の３第４項及
び予決令第１０２条の４第３号に基づき、随意契約をしようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5116 （社）中部建設協会
平成１７年度　天竜川ダム施設管理
業務委託

野村　正之
天竜川ダム統合管理事務所
長野県上伊那郡中川村大草６８８４番地
の１９

平成17年4月1日 22,575,000

天竜川ダム統合管理事務所及び美和ダム管理支所における事業の実施に関するダム管理
施設の点検、保全、ダム管理上必要な水文情報、気象情報の接受連絡及び異常気象時に
おける関係職員等への連絡等を行う本業務の実施にあたっては、ダム管理に関する法令及
び土木的知識を必要とし、作業に当たっては地域住民と接する機会も多いため、行政面につ
いても精通していなければならない。また、業務の性格上、ダム管理関係の機密性の高い資
料等に接する機会が多いことから、機密の保持はもとより監督職員の指示内容を的確に判
断することも要求される。これらの諸条件を満足するのは（社）中部建設協会だけであり、他
に競合できるものはいない。よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３
号に基づき、随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5117 （社）中部建設協会
平成１７年度　美和ダム・小渋ダム
管理技術補助業務委託

野村　正之
天竜川ダム統合管理事務所
長野県上伊那郡中川村大草６８８４番地
の１９

平成17年4月1日 41,422,500

天竜川ダム統合管理事務所及び美和ダム管理支所において、美和ダム・小渋ダムに関する
業務及び設計・監督業務等の補助業務を行う本業務の実施に当たっては、土木関係に関す
る専門知識及び経験を必要とし、かつ、ダム管理技士の資格を有し、ダム管理に精通した専
門的知識を要求される。また業務の性格上、ダム管理関係の機密性の高い資料等に接する
機会が多いことから、機密の保持はもとより監督職員の指示内容を的確に判断することも要
求され、行政面に精通していることも必要である。これらの諸条件を満足するのは、（社）中部
建設協会だけであり、ほかに競合できるものはない（会計法第２９条の３第４項、予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5118 （社）中部建設協会 降雨体験機運搬及び操作業務

野村　正之
天竜川ダム統合管理事務所
長野県上伊那郡中川村大草６８８４番地
の１９

平成17年7月4日 283,500

本業務は７月３０日に予定されている小渋湖まつりにて、災害時の雨量を降雨体験機を通じ
て来場者に体験してもらう目的で、降雨体験機を会場まで運搬し、操作・設置・撤去を行う業
務である。
降雨体験機は多治見砂防国道事務所が所有するものを当事務所が借用するものである。ま
た、この降雨体験機は多治見砂防国道事務所が（社）中部建設協会多治見支所に維持管理
等を委託しており、小渋湖まつりで使用するにあたって業務を遂行できるのは、（社）中部建
設協会多治見支所だけであり、他に競合できるものはない。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、随意契約しよう
とするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5119 （社）中部建設協会 平成１７年度　厚生福祉業務委託

野村　正之
天竜川ダム統合管理事務所
長野県上伊那郡中川村大草６８８４番地
の１９

平成17年4月1日 5,545,643

天竜川ダム統合管理事務所連絡所及び美和ダム管理支所における清掃、賄い及びその他
雑役務を実施する本業務の実施にあたっては、連絡所においては、当業務を行う時間帯は、
通常、職員が不在であるため、連絡所内の国有財産、備品等の適切な管理に十分な注意を
要する必要があること、また、美和ダム管理支所では、作業員は日々庁舎に常駐し執務中の
庁舎内へ立入るため、工事関係資料等の機密性の高い資料に接する機会も多く、部外者と
の打ち合わせ等によって知り得る情報等の部外流失防止に留意しなくてはならない等、機密
の保持が も要求されるものである。
社団法人中部建設協会は、国土交通行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的と
した法人であり、本業務に必要とされる知識及び豊富な経験を有するとともに、安全管理の
保持についての実績もあり信頼性が高い。したがって、当所管内にこれらの諸条件を充足す
る者は社団法人中部建設協会の他になく、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号により随意契約をしようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約

5120 （社）中部建設協会
平成１７年度　丸山ダム水文観測所
保守点検業務

八田　文夫
丸山ダム管理所
岐阜県加茂郡八百津町鵜の巣１４２２番
の５

平成17年4月1日 12,495,000

丸山ダム管理所が管理する水文観測所が適正に稼働するための保守点検業務及び、回収
したデータを水文水質データベースに登録するための資料整理および水位流量曲線式の作
成を行う本業務の実施に当たっては、水文データの公開が行われており補正等の未実施の
生データの流出する可能性があるまた、資料整理は機械的にデータを整理するものではな
く、雨量・水位の水文学的な整合性を総合的に判断する必要があり、経年的な水文特性を熟
知し、継続性が求められる。
社団法人中部建設協会においては、上記資料整理をパソコンにより処理するシステムを開
発しており、データ照査については同協会が独自に考案した手法が用いられている。また機
密の保持はもとより、上記システムを用いこれらの資料を適正に処理しかつ円滑な調整が可
能なのは、建設行政に精通した経験的判断力の豊富な人材を多数有している「社団法人中
部建設協会」のみである（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

5121 （社）中部建設協会
平成１７年度　丸山ダム施設管理業
務

八田　文夫
丸山ダム管理所
岐阜県加茂郡八百津町鵜の巣１４２２番
の５

平成17年4月1日 11,550,000

丸山ダム管理所における平日夜間、閉庁日のダム管理施設の点検、保守を始め、水文情
報、気象情報の接受連絡、異常気象時の連絡等を行なう本業務の実施にあたっては、執務
中の庁舎内の立ち入りを始め、計器の判読や関係書類への記載、重要書類に接する可能性
が高いため、秘密の保持はもとより、これらの業務を迅速かつ正確に行うことができるもので
なくてはならなく、建設行政に精通した経験的判断力の豊富な人材を多数確保している「社
団法人中部建設協会」のみである（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5122 （社）中部建設協会 平成１７年度　厚生福祉業務委託

八田　文夫
丸山ダム管理所
岐阜県加茂郡八百津町鵜の巣１４２２番
の５

平成17年4月1日 6,251,593

丸山ダム管理所の本所、若宮寮の建物内外において清掃及び賄等を実施する本業務の実
施にあたっては、庁舎内に常駐し常時事務室等に出入りするため、機密性の高い資料に接
する機会も多く紙屑類の処分にも注意を払う必要があり、また打合せ等によって知り得た情
報の部外への流失防止にも留意しなくてはならない等、機密の保持が も要求されるもので
ある。また行政経験の豊富な管理技術者の指導監督が行き届き、作業員が職員に準じた心
構えを保持でき、非常時の対応が即座に可能でなければならない。また利害に直接間接的
にも係わりがあってはならない。
よって当該業務についてはこれらのことを満足する相手方は数年来の履行実績をもち、信頼
性がある、営利を目的としない公益法人である（社）中部建設協会に特定される（会計法第２
９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約

5123 （社）中部建設協会
平成１７年度　矢作ダム水文観測資
料整理業務

小出　武文
矢作ダム管理所
愛知県豊田市閑羅瀬町東畑６７

平成17年6月2日 5,019,000

矢作ダムにおける水文観測及びダム諸データの整理、補正、電子データ化を行い、水文水質
データベースによる情報公開に備える本業務の実施にあたっては、水文データの総合的判
断に基づき、照査、修正を行う必要があり、水文データについては、ダム管理上不可欠な資
料であり、当該業務に係る経験及び知識を有し、かつ中立性と公平性を有する者でなくては
ならない。また、厳重な秘密保持が必要とされる。
社団法人中部建設協会は、建設行政の推進と建設行政の発展に寄与する事を目的に設立
された公益法人であり、建設行政に精通した経験的判断力の豊富な人材を多数確保し、業
務上知り得た情報について厳重な守秘体制を保持し、かつ公益性が保たれ本業務を迅速、
正確に行うことが出来る唯一の団体である。よって会計法第２９条の３第４項及び予算決算
令及び会計令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5124 （社）中部建設協会
平成１７年度　矢作ダム施設管理業
務

小出　武文
矢作ダム管理所
愛知県豊田市閑羅瀬町東畑６７

平成17年4月1日 10,972,500

矢作ダム管理所の夜間及び休日等における、１）ダム管理施設の点検保全・ダム情報処理
装置、テレメータ装置及び電力設備等ダム管理施設の異常の有無確認・門扉、庁舎及び付
属棟の窓、出入口の施錠等の確認・危険物等(爆発物・凶器等)の発見・突発的等自然現象
(落雷地震突風等)による異常の有無確認２）気象情報の処理・降雨並びに洪水に関する注
意報・警報・情報等の接受及び連絡３）緊急事態及び地震発生時等の連絡・関係施設で事故
等の異常が発生した場合・ダム又は近傍地域に災害、火災、水質事故、テロ等の重大な事
故が発生又は発生の恐れのある場合・関連する地震計で震度４(25gal)異常が発生した場
合・気象観測機器、地震計等に異常が発生した場合４）ダム管理業務・電話・Fax・郵便物・宅
配等の接受・来訪者の対応・業務随行に関わる庁舎等の環境保全（整理整頓・清掃等）５）ダ
ム管理補助業務・矢作ダム選択取水設備の修繕及び点検作業に伴う洪水調節用放流設備
からの放流期間において、ダム管理機器等の監視及び操作を行う本業務の実施にあたって
は、ダム管理上諸状況を常に把握するため諸施設の構造、機能、操作等を十分熟知し、ダム
操作室、執務室等に出入りすることから様々な情報等の機密の保持が求められるため利害
に直接間接的に関わりのない公益性のあるものでなければならない。
社団法人中部建設協会は、建設行政の発展に奇与する事を目的に設立された公益法人で
あり、建設行政に精通した経験的判断力の豊富な人材を多数確保し、かつ公益性が保たれ
本業務を迅速かつ正確に行うことが出来る上記条件を満たす唯一の団体である。よって会計
法第２９条の３第４項及び予算令及び会計令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約
を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5125 （社）中部建設協会
平成１７年度　矢作ダム管理技術補
助業務

小出　武文
矢作ダム管理所
愛知県豊田市閑羅瀬町東畑６７

平成17年7月14日 10,290,000

矢作ダム管理所が実施する堰堤改良事業に係わる、各種検討委員会等に関する技術的補
助及び資料作成、整理等に関する本業務の実施にあたっては、学識経験者等による委員会
を設置して履行し、多くの者から技術・情報等の収集を行うため、公共性が高く、公平な評
価、選定、コーディネート等を伴い、行政経験を踏まえた専門的な知識・経験を有し、中立的
かつ公正な立場を持ち、厳重な秘密保持が必要とされる。
（社）中部建設協会は建設行政の推進と建設行政の進展に寄与する公益を目的として設置さ
れた公益法人であり、本業務に必要とされる公共性・公平性を持ち、業務遂行上、直接的・間
接的にも利害に関わりのない中立的な立場にあり、業務上知り得た情報について厳重な守
秘体制を保持し、本業務を迅速かつ正確に行うことが出来る唯一の団体である（会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5126 （社）中部建設協会 平成１７年度　厚生福祉業務委託
小出　武文
矢作ダム管理所
愛知県豊田市閑羅瀬町東畑６７

平成17年4月1日 5,668,811

矢作ダム管理所の本所及び豊田分室の庁舎等内外の清掃及び賄等の業務を行う本業務の
実施にあたっては、機密性の高い資料等に接する機会があり、信頼性が保たれる相手方で
なくてはならない。また分室については、職員が常駐しておらず、場所柄打ち合わせ等に利
用する機会があり、こちらについても同様に信頼性が保たれる相手方でなくてはならない。
（社）中部建設協会は整備局管内の事業及び地域事情等に精通し、行政経験が豊富な者の
指導監督を行うなど適切な人材を確保しており、事業目的への理解と地域性を熟知し非常時
における臨機な対応への信頼もある。また、当該業務における履行実績も豊富であり、地域
性、公平性、機密の保持における信頼性もふまえ本業務を遂行するための契約の相手方
は、営利を目的としない公益法人である（社）中部建設協会に特定される。よって、会計法第
２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に基づき、随意契約を
行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約

5127 （社）中部建設協会
平成１７年度　蓮ダム水文観測所保
守点検及び資料整理業務委託

山本　孝之
蓮ダム管理所
三重県松阪市飯高町森１８１０の１１

平成17年4月1日 4,830,000

蓮ダム管理所が管理する水文観測所が適正に稼働するための保守点検業務を行うと共に、
回収したデータを水文水質データベースに登録するための資料整理を行う業務で本業務の
実施にあたっては、水文データの一般公開が行われており、迅速かつ的確な補正等作業が
必要。また、資料整理は機械的にデータを整理するものではなく、雨量・水位の水文学的な
整合性を総合的判断する必要があり、業務の実施には経年的な水文特性を熟知し、継続性
が求められる。
社団法人中部建設協会においては、上記資料整理をパソコンにより処理するシステムを開
発しておりデータ照査については同協会が独自に考案した手法が用いられており、機密の保
持はもとより、上記システムを用いてこれらの資料を適正に処理しかつ円滑な調整が可能な
のは、建設行政に精通した経験的判断力の豊富な人材を多数有している「社団法人中部建
設協会」のみである（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

5128 （社）中部建設協会
平成１７年度　蓮ダム施設管理業務
委託

山本　孝之
蓮ダム管理所
三重県松阪市飯高町森１８１０の１１

平成17年4月1日 11,025,000

休日・夜間における蓮ダムの施設の動作状況の確認、施設の点検及び気象・水象に係わる
ダム管理に必要な情報の接受、連絡等、ダムの施設管理を行う本業務の実施にあたって
は、ダム管理上重要な情報に接することから無責任な情報発信を防ぐことを目的とした機密
保持に注意を払う必要がある。また、外部からの問い合わせに対して適切な対応と言動等に
細心の注意を払う必要があるため、行政面の豊富な知識と経験を有していなければならな
い。また、職員の不在時に業務に係わるので、利害に直接・間接を問わず関係のない中立的
な業者でなければならない。
上記の諸条件を考慮して検討すると、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを
目的として設立された法人であり、行政面の豊富な知識及び経験等、本業務に必要とする業
務遂行能力を有しているのは（社）中部建設協会以外にない。よって、（社）中部建設協会と
随意契約するものである（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5129 （社）中部建設協会 平成１７年度　厚生福祉業務委託
山本　孝之
蓮ダム管理所
三重県松阪市飯高町森１８１０の１１

平成17年4月1日 2,690,062

蓮ダム管理所（本所）が実施する厚生福祉業務で、本業務を受注する者には、次のような資
質等が求められる。
・水防時等の非常時でも適切に対処出来るよう、行政経験が豊富な者による指導監督体制
を取れる者でなければならない。
・執務室や操作室等に立ち入るため情報の機密を守り信頼が高い者でなければならない。
・業務を通じて知り得た情報等に、直接及び間接に利害関係を有しない中立性、公平性を有
する者でなければならない。
中部地整管内において、当該業務の良好な実績を有し、信頼がおける者でなければならず、
また、県内に支所があり、地域事情に精通し、災害時等でも行政経験豊富な管理技術者によ
る指導監督を出来るものでなければならない。さらに、高い公益性を兼ね備えて、営利を追
求しない者でしか本業務を履行出来ない（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約

5130 （社）中部建設協会
平成１７年度　長島ダム水文観測所
保守点検及び水文資料整理

石橋　年孝
長島ダム管理所
静岡県榛原郡本川根町犬間５４１の３

平成17年4月1日 11,077,500

水文観測業務規程に基づきダム管理の基礎資料となる整理し、所定の様式に取りまとめ、ま
た、その観測の精度を維持するため、水位・雨量・水質観測所の保守点検を行う本業務の実
施にあたっては、雨量・水位等といった水文資料は、ダム管理の基礎資料として重要なデー
タであるが、それだけにとどまらず、大井川全体の流出解析や日本全体の気候変動の解析
などその用途は広く、未来永久に使用されるものであり、そのデータの精度は非常に高いも
のが要求される。
上記事由を満たすためには、本業務を遂行するものが毎年度かわってしまうことは、精度維
持の観点から望ましくない。
推薦業者は、「行政の推進と建設事業の進展の寄与」を目的として設立された公益法人であ
り、本業務の履行実績、信頼性があり、行政経験豊富な管理技術者を多数保有している。ま
た、非常時の対応、地域事情に精通している。
従って、これらの諸条件を満足し業務遂行ができる者は推薦業者が唯一であり、会計法第２
９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約を行おうとするもの
である。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

5131 （社）中部建設協会
平成１７年度　長島ダム施設管理業
務委託

石橋　年孝
長島ダム管理所
静岡県榛原郡本川根町犬間５４１の３

平成17年4月1日 10,972,500

平日の夜間及び土日祝祭日におけるダム施設の作動状況の確認・点検及び気象水象に係
るダム管理に必要な情報の接受、連絡を行う本業務の実施にあたっては、庁舎管理のため
巡回等行うことがあり、執務室等に容易に立ち入ることが可能で、執務室には発注に関する
情報など、行政を進める上での外部に漏洩することがきわめて適切でない情報が存在するこ
と。また、ダム施設の作動状況の確認・点検及び気象水象に係るダム管理に必要な情報の
接受、連絡を行うため、それらの知識を備えたものでなければならない。
推薦業者は、「建設行政の推進と建設事業の進展の寄与」を目的として設立された公益法人
であり、本業務の履行実績、信頼性があり、行政経験豊富な管理技術者を多数保有してい
る。また、非常時の対応、地域事情に精通している。従って、これらの諸条件を満足し業務遂
行ができる者は推薦業者が唯一であり、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により随意契約を行おうとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5132 （社）中部建設協会
平成１７年度　単価契約　長島ダム
管理業務委託

石橋　年孝
長島ダム管理所
静岡県榛原郡本川根町犬間５４１の３

平成17年4月1日 61,109,225

本業務の実施にあたっては、土木・機械工学に関する技術的知識を有することはもちろんの
こと、工事関係資料等の機密性の高い資料に接することから、機密の保持を有し建設行政に
対して、利害を生じさせないことが必要とされる。また、調査職員の指示に対し的確な判断を
下せることも要求され、その指示内容の対応についても行政面の豊富な知識と経験が必要
である。
（社）中部建設協会は、「建設行政の推進と建設事業の発展の寄与」を目的として設立された
公益法人であり、本業務の履行実績、信頼性があり、行政経験豊富な管理技術者を多数保
有している。また、非常時の対応、地域事情に精通している。従って、これらの諸条件を満足
し業務遂行ができる者は（社）中部建設協会が唯一であり、会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号により（社）中部建設協会と随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

単価契約
公募手続きを導入

5133 （社）中部建設協会 平成１７年度　厚生福祉業務委託
石橋　年孝
長島ダム管理所
静岡県榛原郡本川根町犬間５４１の３

平成17年4月1日 6,891,531

長島ダム管理所及び島田分室における賄い業務及び清掃等の雑役務の業務を行う本業務
の実施にあたっては、行政補完的業務として、日々庁舎内等に常駐し、職員に接する機会、
執務室に立ち入る機会も多いため、知り得た情報等については、部外流出防止に留意する
等、一層の機密の保持が求められる。
（社）中部建設協会は、「建設行政の推進と建設事業の発展の寄与」を目的に設立された法
人であり、本業務に必要となる知識、経験及び判断力を有する者を多数擁していると共に、
行政経験が豊富な管理技術者の指導監督の下、職員に準じた心構えの保持も高度に確立さ
れている。また、管内に支所があり、地域事情に精通しているため、緊急性が重視される災
害時等においても的確な対応が可能である。これらのことを満足する契約の相手方は、営利
を目的としない公益法人である（社）中部建設協会に特定される。以上の理由により、契約の
性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３第４項及び予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5134 （社）中部建設協会
平成１７年度　小里川ダム水文観測
施設等保守点検業務

中島　一好
小里川ダム管理所
岐阜県恵那郡山岡町田代１５６５－２１

平成17年4月1日 10,080,000

水文観測施設及び堤体観測等の定期保守点検を行うとともに、雨量・水位・水温・気温・堤体
漏水量・堤体揚圧力・地下水位等の資料収集・整理を行う本業務の実施にあたっては、ダム
管理上特に重要なデータを取り扱う業務であり、監督職員の指示に対し的確な判断を下せる
ことが要求され、その指示内容の対応についても行政面の豊富な知識と経験が必要である。
（社）中部建設協会は、行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立され
た公益法人であり、行政面の豊富な知識と経験等本業務に必要とされる業務執行能力を有
している唯一の法人である。よって、本業務を遂行できる者は（社）中部建設協会の他にな
い。以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を有さないと認められるため、会計法２９
条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約を行うものであ
る。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

5135 （社）中部建設協会
平成１７年度　小里川ダム施設管理
業務委託

中島　一好
小里川ダム管理所
岐阜県恵那郡山岡町田代１５６５－２１

平成17年4月1日 17,850,000

ダム施設の作動状況の確認、点検及び気象水象に係るダム管理に必要な情報の接受、連
絡及び、ダム堤体内の一般開放部における安全管理等を行う本業務の実施にあたっては、
上記の情報連絡、安全管理は、ダム管理上特に重要な対応業務であり、行政の補完的性格
を有することから、監督職員の指示に対し的確な判断を下せることが要求され、その指示内
容の対応についても行政面の豊富な知識と経験が必要である。
（社）中部建設協会は、行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的として設立され
た公益法人であり、行政面の豊富な知識と経験等本業務に必要とされる業務執行能力を有
している唯一の法人である。よって、本業務を遂行できる者は（社）中部建設協会の他にな
い。以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を有さないと認められるため、会計法２９
条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約を行うものであ
る。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5136 （社）中部建設協会 平成１７年度　厚生福祉業務委託
中島　一好
小里川ダム管理所
岐阜県恵那郡山岡町田代１５６５－２１

平成17年4月1日 3,993,140

小里川ダム管理所における賄及び清掃の業務を実施する本業務の実施にあたっては、本業
務の清掃範囲については、ダムの遠隔操作室、事務室などを予定しており、特に事務室につ
いては、職員の始業時刻前までに清掃を完了しなければならない。当管理所が重要構造物
であるダムの管理を実施している関係上、重要機器、重要書類ならびに職員との接触機会も
多く、請負業者は、施設管理上、利害関係に関わりのない中立的な者であることが要求され
る。また、休日、夜間における水防体制時が長期間になり、賄い業務が必要になった場合、
調査職員の指示に対し的確な判断が要求され、その指示内容の対応については行政面での
豊富な知識と経験が必要である。
（社）中部建設協会は行政の推進と建設事業の進展に奇与することを目的として設立された
公益法人であり、建設行政面での豊富な知識と経験などを生かし、通常のダム管理業務に
おいてはもちろんのこと、水防時における対応をはじめ本業務の業務執行能力を有する唯一
の法人である。従って、これらの諸条件を満足し業務が遂行できる者は（社）中部建設協会
以外になく、会計法第２９条の３第４項、及び予決令第１０２条の４の３号により（社）中部建設
協会と随意契約を行うものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約

5137 （社）中部建設協会
平成１７年度　水質調査分析業務委
託

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年4月1日 87,465,000

  中部地方整備局の西部地区（愛知県・岐阜県・三重県）における水質試験のうち、主として
生活環境の保全に関する項目、富栄養化関連項目について中部技術事務所所有の水質分
析機器を使用して水質分析を実施する本業務の実施にあたっては、対象エリア内の河川・ダ
ムの定期的な水質モニタリングとともに、出水時や水質事故時の水質調査を目的とすること
から、水質分析に関して豊富な経験と信頼性を有すること、及び対象河川・ダムの特性に熟
知し、緊急時に、常時迅速に対応できる体制を有していることが不可欠である。また、庁舎内
に常駐し分析を行うことから、守秘義務も要求される。
社団法人中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的とした
公益法人であり、河川・ダムの水質分析に精通した相当数の職員を有し、緊急時の体制、守
秘義務についても確保されている。したがって、当所管内にこれらの諸条件を充足するもの
は、社団法人中部建設協会の他にない。以上の理由から、契約の性質または目的が競争を
許さないと認められるため、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３項により
随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

5138 （社）中部建設協会
平成１７年度　技術資料作成補助業
務

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年4月1日 35,122,500

新技術情報提供資料、各種調査試験等における関係資料、業務委託の発注等における関
係資料の整理・作成の補助及び各種資料作成の際に必要となる現場での立会や確認作業
の補助等を行う本業務の実施にあたっては、建設技術の体系的な把握、管内各事務所の所
管事業等の把握及び管内のオンラインシステムの利用による積算業務等を行う必要があり、
高度な守秘義務が要求される。
社団法人 中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的に設
置された公益法人であり、本業務に必要な知識及び経験を有するとともに、高度な守秘能力
を有する者である。したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は、上記
法人の他にない。以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるた
め、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、上記法人と随意契
約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5139 （社）中部建設協会
平成１７年度　技術資料管理補助業
務

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年4月1日 24,465,000

新技術情報提供資料、各種調査試験等における関係資料、業務委託の発注等における関
係資料の整理・作成の補助及び各種資料作成の際に必要となる現場での立会や確認作業
の補助等を行う本業務の実施にあたっては、建設技術の体系的な把握、管内各事務所の所
管事業等の把握及び管内のオンラインシステムの利用による積算業務等を行う必要があり、
高度な守秘義務が要求される。
社団法人中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的に設置
された公益法人であり、本業務に必要な知識及び経験を有するとともに、高度な守秘能力を
有する者である。したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は、上記法
人の他にない。以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、
会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、上記法人と随意契約し
ようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5140 （社）中部建設協会
平成１７年度　管内生コンクリート単
位水量測定調査業務

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年9月29日 5,197,500

当業務は、工事の施工状況を確認し、検査時の評価の補助を行うものであり、業務を通じて
先端または独自の技術など企業の機密情報を得る立場にある。このため、本来は法律上

の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下に
おいて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5141 （社）中部建設協会
平成１７年度　降雨体験機運搬及び
操作業務

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年8月3日 241,500

中部技術事務所が実施する「事務所開放」のイベントにおいて来所者に降雨体験をしてもら
うための降雨体験機の運搬と操作を行う本業務の実施にあたっては、降雨体験機の特殊な
構造を熟知し操作経験が豊富なことが要求され、社団法人中部建設協会は管内の事務所の
イベント等において同種の業務を数多く実施しており、降雨体験機の構造を熟知し、豊富な
操作経験を持っている。
以上の理由から、本業務を履行できるのは社団法人中部建設協会の他にはなく、契約の性
質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

5142 （社）中部建設協会 平成１７年度厚生福祉業務委託
金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年4月1日 21,412,396

研修所及び独身寮（向陽荘）において、研修生と寮生の健康維持のための給食業務及び快
適な居住環境の維持のための清掃等の雑役務を実施する本業務の遂行にあたっては、研
修生、寮生をはじめとする多くの職員の中での業務のため、業務内容や職員のプライバシー
に触れる機会が多く、極めて高い機密の保持と、円滑な対応、信頼のおける人材の配置及
び誠実な業務の履行が必要である。また、食品衛生面での経験豊富な人材の確保も必要と
されるものである。
社団法人中部建設協会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的に設立
され、福利厚生関連事業も定款に含まれている。厚生福祉業務における長年の経験から機
密の保持における信頼性、経験豊富な人材の確保及び食品衛生における人材教育の充実
が確保されている。したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は社団法
人中部建設協会の他にはない。以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと
認められるため、会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しよ
うとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

単価契約

5143 （社）中部建設協会
平成１７年度　技術審査補助業務委
託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年4月1日 12,600,000

当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者を選定する際、価格と同様に扱
われる技術提案の審査を補助するものであり、仮に技術提案審査に関する情報が漏洩した
場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘
義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、
専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下におい
て高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5144 （社）中部建設協会
平成１７年度　工事執行技術補助業
務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年4月1日 16,222,500

当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者を選定する際、価格と同様に扱
われる技術提案の審査を補助するものであり、仮に技術提案審査に関する情報が漏洩した
場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘
義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、
専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下におい
て高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある（会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5145 （社）中部建設協会
平成１７年度　一般国道２３号中勢
道路埋蔵文化財発掘作業業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年4月1日 203,038,500

本発掘業務は中部地方整備局長と三重県教育委員会、及び当該法人との三者協定に基づ
き、教育委員会の指導監督の下に、当該法人が発掘作業を行うもの。
本来なれば三重県教育委員会に直接発掘作業を委託するところであるが、当教育委員会に
は大規模な発掘作業を実施できる体制が整っていないことから、三者協議の上、当該道路
事業及び埋蔵文化財発掘作業の両方の重要性を理解し、また公益法人として公平な立場で
発掘作業を実施することが出来る能力を有する当該法人に委託するものである。（会計法第
２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）
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5146 （社）中部建設協会
平成１７年度　一般国道１号北勢バ
イパス埋蔵文化財発掘作業業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年4月1日 79,243,500

本発掘業務は中部地方整備局長と三重県教育委員会、及び当該法人との三者協定に基づ
き、教育委員会の指導監督の下に、当該法人が発掘作業を行うもの。
本来なれば三重県教育委員会に直接発掘作業を委託するところであるが、当教育委員会に
は大規模な発掘作業を実施できる体制が整っていないことから、三者協議の上、当該道路
事業及び埋蔵文化財発掘作業の両方の重要性を理解し、また公益法人として公平な立場で
発掘作業を実施することが出来る能力を有する当該法人に委託するものである。（会計法第
２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

5147 （社）中部建設協会
平成１７年度一般国道４２号松阪多
気バイパス埋蔵文化財発掘作業

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年4月1日 53,896,500

本発掘業務は中部地方整備局長と三重県教育委員会、及び当該法人との三者協定に基づ
き、教育委員会の指導監督の下に、当該法人が発掘作業を行うもの。
本来なれば三重県教育委員会に直接発掘作業を委託するところであるが、当教育委員会に
は大規模な発掘作業を実施できる体制が整っていないことから、三者協議の上、当該道路
事業及び埋蔵文化財発掘作業の両方の重要性を理解し、また公益法人として公平な立場で
発掘作業を実施することが出来る能力を有する当該法人に委託するものである。（会計法第
２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度から一般競争入札等に
移行）

5148 （社）中部建設協会 定期刊行物１点
大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年4月1日 43,092,000

今回購入しようとする定期刊行物「いきいき中部」は、中部地方の風土や公共事業への取り
組みを広く一般に情報提供し、その理解度を高めることを目的として、中部地方整備局が監
修のうえ発刊されている。その歴史は昭和６２年度創刊から現在に至り、他省庁はもちろん
学校、銀行、商工会、郵便局等にも定期的に配布している。このような定期刊行物は「いきい
き中部」をおいて他になく、当定期刊行物を編集・発行しているのは、（社）中部建設協会であ
ることから、当該法人と契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１９年度から一般競争入札等に
移行）

5149 （社）中部建設協会 図書１点
大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年5月11日 3,373,125

今回、購入しようとしている図書は、中部地方整備局の用地買収に伴う物件移転補償額等の
算定に必要な「損失補償算定標準書」である。公共用地の取得における物件移転補償は公
正かつ適正に行う必要がある。そのためには、毎年改正される適正な標準単価にて補償積
算することが必要不可欠であり、本図書はその中心的な存在となっている。本図書を発行・
販売しているのは、（社）中部建設協会をおいて他になく、同社と契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号） その他のもの

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

5150 （社）中部建設協会 賃借料一式
後藤　宏二
多治見砂防国道事務所
多治見市坂上町６丁目３４番地

平成17年4月1日 1,459,500

砂防事業を担当する多治見砂防国道事務所の庁舎には事業に関係する流域の利害関係に
ある住民のほか、許認可等の手続きなどで訪れる関係者も多く、その来所者に砂防事業の
重要性などをPR広報することは、国民の砂防事業への理解を求める上で有効な手段。当事
務所内には広報施設を設置することはスペース的に不可能なことから、来所者の利便性等
を考慮して、事務所に隣接する当該法人の庁舎を借間して広報施設を設置するもの。また、
当該法人の庁舎は事務所に隣接し、その他に展示スペースを有する建物は無く、広報施設
の管理面などににおいても常時、事務所の目が行き届く場所にある。（会計法第２９条の３第
４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5151 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度機械設備工事施工管
理検討業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年12月15日 9,660,000

　本業務の実施にあたっては、中立・公平な立場で機械設備に関わる多くの技術者から技術
情報等の収集が可能である事、また、機械設備の構造・機能等に関する専門知識及び豊富
な制作・据付の技術経験を有している事が不可欠である。
　（社）日本建設機械化協会）（以下「機械化協会」という）は、中立・公正な立場で建設機械
及び機械設備に関する研究開発、調査研究、改良等を中心に建設機械に関する事項を総合
的に実施するために設立された組織であり、平成11年度に機械工事施工ハンドブックの策定
及び平成16年度に機械設備の制御ｼｽﾃﾑ施工管理における詳細な検討を行っている。従っ
て、本業務を適切に履行できるものは、機械設備全般に精通し、機械設備の制御ｼｽﾃﾑ施工
管理の作成を行った機械化協会以外存在しない。
　以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認めるため、会計法第２９条
の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものであ
る。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5152 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度　東海環状御望山トン
ネル調査検討業務委託

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成17年4月27日 23,730,000

　本業務の実施にあたっては、地質及びトンネル工学に関する高度な専門的知識や豊富な
経験を有する技術者と豊富な調査委員会の運営実績が不可欠となる｡
　（社）日本建設機械化協会は、トンネルに関する技術者を多く有し、全国各地において、トン
ネルに関する調査経験と調査委員会の運営実績が多い。
　以上のことから、（社）日本建設機械化協会は、本業務を遂行できる唯一の機関であり他に
競合できるものはない。
適用法令
　　会計法第２９条の３第４項
　　予決令第１０２条の４第３号

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入
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5153 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度　トンネル換気制御方
式の改善検討業務

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年10月28日 14,700,000

　　本業務の実施にあたっては、機械設備の合理的な設置・運用、コスト縮減等に熟知・精通
し、幅広い知識・経験と技術力を有していることが不可欠である。
　上記法人は、機械設備等の合理的な設置・運用・点検整備に関わる技術開発・普及を目的
として設立され、トンネル換気設備については模型実験・実物実験を行い換気設備全般に対
して詳細なデータを所有するなど、トンネル換気設備を熟知している。
また、本業務検討の骨格をなす新制御方式「交通予測ファジー換気制御」の技術開発に係わ
り消費電力量を削減するなどの成果を上げており、本業務の履行に必要とされる諸条件を充
足するものは（社）日本建設機械化協会をおいて他にない。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令１０２条４第３号により、随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5154 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度　高山国道管内トンネ
ル施工検討業務委託

佐々木　政彦
高山国道事務所
高山市上岡本町７丁目４２５番地

平成17年9月6日 19,950,000

  本業務を実施するにあたっては、トンネル施工に関する技術的知識と経験が必要となる。
 （社）日本建設機械化協会は「建設機械および機械化施工に関する試験研究、建設機械に
関する技術の向上ならびに建設事業の合理化を図ることもって我が国の経済発展に寄与す
ること」を目的に付属機関として「施工技術総合研究所」を設立運営している。
 当研究所はトンネルの計画から設計・施工に至るあらゆる段階における調査検討業務を全
国の公共事業実施機関から受託した実績が豊富であり、トンネル工事施工上における諸問
題に対処する行政補完能力を有し、また、研究者や学識者を含めた委員会等の運営能力に
も優れ、さらにトンネルに関する高度な知識、技術力を有する人材が豊富な唯一の機関であ
る。
 したがって、本業務を履行可能なものは（社）日本建設機械化協会以外にない。
 以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項、予算決算および会計令第１０２条の４第３号により随意契約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5155 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度　底泥浚渫船機能試験
業務

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成18年3月6日 4,725,000

　業務の執行にあたり、「底泥浚渫船」の構造・機能はもとより、特殊船に対する充分な知識
経験、解析能力が必要である。（社）日本建設機械化協会は本底泥浚渫船の開発構想検討
及び詳細設計を手がけ、建造過程での指導も踏まえ、構造・機能・性能に も精通している
ことから、上記法人をおいて他になく、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令１
０２条４第３号により、随意契約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5156 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度　建設施工技術に関す
る新技術検討業務

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成18年2月16日 7,875,000

　本業務の実施にあたっては、機械開発、無人化施工等に関する調査研究に精通するととも
に、開発に必要な幅広い知識・経験と技術力を有していることが不可欠である。
　上記法人は、建設事業における機械化施工の調査研究及び機械開発を目的に設立された
公益法人で、これまでも数多くの機械開発・ｼｽﾃﾑ開発を手掛けており、本業務の履行に必
要とされる諸条件を充足する者は、（社）日本建設機械化協会をおいて他にない。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令１０２条４第３号により、随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5157 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度　紀宝トンネル施工法
検討業務委託

松本　良一
紀勢国道事務所
松阪市郷津町２０６番地の１

平成18年1月19日 9,555,000

 本業務を実施するにあたっては、トンネル施工に関する技術的知識と経験が必要である。
 （社）日本建設機械化協会は「建設機械及び機械化施工に関する試験研究、建設機械に関
する技術の向上並びに建設事業の合理化を図ることをもって我が国の経済発展に寄与する
ことを目的に付属機関として「施工技術総合研究所」を設立運営している。当研究所はトンネ
ルの計画から設計・施工に至るあらゆる段階における調査検討業務を全国の公共事業実施
機関から受託した実績が豊富であり、トンネル施工上における諸問題に対処する行政補完
能力を有し、また研究者や学識者を含めた委員会等の運営能力にも優れ、さらにトンネルに
関する高度な知識技術力を有する人材が豊富な唯一の機関である。「施工技術総合研究
所」の前身である「建設機械化研究所」は当該トンネルにおいて、平成５、６及び１４年度に施
工法検討業務を受託するとともに、当該地域近辺で同一岩質で施工実績のある一般国道３１
１号トンネル掘削施工時の岩判定に関する業務を手がけていることから、当該地域における
知識等も豊富である。
　したがって（社）日本建設機械化協会は、本業務を遂行できる唯一の機関であり他に競合
できるものはない。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5158 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度建設機械の排出ガス
低減に関する検討業務

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成18年1月27日 20,265,000

　本業務の実施にあたっては、建設機械の開発動向はもとより建設機械の排出ガスに関する
ＩＳＯ規格による国際的な規制に精通しているとともに、建設機械の環境影響低減に関する行
政ニーズを的確に把握していること等、行政的視野からの業務経験と知識が不可欠である。
　（社）日本建設機械化協会は、国土交通省が指導する排出ガス対策型建設機械指定要領
に基づく、排出ガス対策型エンジン、排出ガス対策型黒煙浄化装置等の評価認定機関とし
て、専門的かつ高度な知識と豊富な業務経験を有しており、行政的視野を持って中立・公平
な立場で本業務を実施することが出来る唯一の機関である。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5159 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度水循環式排水管清掃
車開発検討業務

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成18年1月12日 4,830,000

　本業務の遂行にあたっては、清掃車の構造・機構はもとより、道路清掃作業全般を理解し
つつ機械開発に取り組むことが求められる。
　上記法人は建設機械の調査研究・開発を行う公益法人であり、過年度に水循環式排水管
清掃車に係る基本設計、装置開発を実施してきており、本業務の履行に必要とされる諸条件
を充足するものは（社）日本建設機械化協会をおいて他にない。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令１０２条４第３号により随意契約をするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5160 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度　情報化施工の普及に
関する検討業務

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年12月22日 14,700,000

　本業務の実施にあたっては、機械化施工に関する 新の調査研究動向に精通するととも
に、情報化施工、遠隔操縦ロボット等の土木施工現場に関する幅広い知識・経験と技術力を
有していることが不可欠である。
　上記法人は、建設事業における機械化施工の調査研究及び開発を目的に設立された公益
法人であり、これまでも数多くの機械開発・システム開発を手掛けている。更に前年度迄に、
本業務の基になる「バックホウ法面施工支援システム」の技術開発をとりまとめており、本業
務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は、(社)日本建設機械化協会をおいて外にな
い。
　以上の理由から契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令１０２条４第３号により、随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5161 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度　三遠・佐久間道路施
工検討業務委託

三橋　勝彦
浜松河川国道事務所
浜松市名塚町２６６番地

平成17年4月8日 30,712,500

　　業務実施に際しては、トンネルに関する技術的知識と経験が必要であり（社）日本建設機
械化協会は建設事業の機械化を促進し機械化施工の調査研究および改良に資することを目
的に設立された社団法人であり、トンネルの堀削において高度な技術的な知識と実績を豊富
に有しているとともに、より合理的、経済的な施工を目指すためには、調査設計および施工
の各段階において、発注者と受注者との間で中立的な立場で委員会運営及び技術指導を実
施する必要がある。
　これらを全て充足する者は（社）日本建設機械化協会の他にない。以上の理由から、契約
の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5162 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度静清管内コンクリート
構造物等変状調査検討業務委託

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成18年1月26日 26,985,000

本業務の遂行に当たっては、確実な点検や詳細調査を実施して構造物の健全度を把握する
とともに、変状のレベルや将来予測を踏まえ、 適切な補修・補強対策を提案できる広範かつ

新の知識と技術力を有している必要がある。
社団法人日本建設機械化協会の付属機関である施工技術総合研究所は、「建設事業の機
械化に関する試験研究を実施することにより、建設機械に関する技術の向上並びに建設事
業の合理化を図り、もって我が国の経済の発展に奇与することを目的として設立された。
当該研究所は、コンクリート構造物等に関する、補修・補強の検討、供用下での補修施工試
験や変状等の現場計測などの多くの技術的ノウハウを蓄積している。また、構造物の調査・
診断及び維持に関する業務や委員会の活動を通じて、多岐にわたる豊富な経験と実績があ
り、本業務の遂行できる機関は社団法人日本建設機械化協会施工技術総合研究所の他に
ない。
以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、 会計法第29
条の3第4項および予決令第102条の4第三号により随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5163 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度　１号賤機山トンネル
自歩道環境改善詳細検討業務

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年7月11日 9,870,000

　　本業務を遂行するには、トンネルに関する安全及び環境、諸設備等トンネル全般における
高度でかつ、総合的な専門知識と技術力を必要とする。
　社団法人日本建設機械化協会は、「建設機械および機械化施工に関する試験研究を実施
することにより、建設機械に関する技術の向上並びに建設事業の合理化を図り、もってわが
国の経済の発展に寄与すること」を目的に設立され、その付属機関である施工技術総合研
究所は、道路・トンネル・橋梁等各種建設工事全般にわたる施工法および施工機械に関する
技術的課題などの調査研究を行う共に、建設機械の安全性や環境問題に関する試験研究
等を行っている機関である。
　本業務を遂行できるものは、全国的に実施例のない供用トンネルの自歩道部の環境改善
を図るための検討業務として、「平成１４年度１号賤機山トンネル自歩道環境改善詳細検討
業務」を行うなど当初より携わり、当トンネルの構造及び環境、実施した対策工の仕切壁構
造を熟知し、さらに、トンネル全般に関する総合的知識と技術力を有する「社団法人日本建設
機械化協会施工技術総合研究所」の他にはない。
　従って、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第三号の規定に
基づき、随意契約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5164 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度　狩野川樋管函体補修
検討業務委託

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年11月18日 7,980,000

　確実な点検や詳細調査を実施して構造物の健全度を把握するとともに、変状のレベルや将
来予測を踏まえた適切な補修・補強対策を 新の知識と技術力で提案できる。当協会は「建
設事業の機械化を推進し、国土の開発と経済の発展に寄与すること」を目的に設立され、「施
工技術研究所」はその付属機関として国立試験研究期間に準じる機関として建設工事全般
にわたる施工方法及び施工機械に間する技術的課題などの調査、試験、研究をおこなって
いる。また国土交通省の「土木工事の設計・施工技術アドバイザー制度」におけるアドバイ
ザー機関としても指名されている。土木構造物の施工・維持補修技術全般にわたり専門的知
識並びに技術力を有し、各企業が開発した技術を中立的立場で選定できる唯一の機関であ
る。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所
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5165 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度　富士山資材運搬手段
検討業務

冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年9月9日 93,975,000

・本業務の遂行にあたっては、平成１３年度より新型ＨＥＡＲＴシステム開発に関する業務を継
続的に実施し、本システムに関する広範囲な知見を有する関連技術者を擁しており、建設機
械の開発、試験に関する経験が豊富で、土木施工に関して施工技術、環境等の幅広い知識
を有すること、更には現在検討を進めている急傾斜地における資材運搬台車（富士ＨＥＡＲＴ
システム）についての機能、性能、構造等を十分熟知していることが必要。
・当該社団法人は、建設事業の機械化を推進し、もって国土開発と経済発展に寄与すること
を目的として、建設機械化に関する調査試験研究普及び機械化施工の調査研究等を行って
いる機関である。
・上記諸条件を満足し、本業務の履行可能な者は、当該社団法人のほかになく、随意契約を
行うもの。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5166 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度　埋設物探査システム
の開発に関する検討業務

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年10月4日 14,700,000

　本業務の実施にあたっては、機械開発、無人化施工等に関する調査研究に精通するととも
に、開発に必要な幅広い知識・経験と技術力を有していることが不可欠である。
　上記法人は、建設事業における機械化施工の調査研究及び機械開発を目的に設立された
公益法人で、これまでも数多くの機械開発・システム開発を手掛けている。更に平成１６年度
には、本業務の元になる災害事例分析、要素技術整理を踏まえた探査装置の開発基本構想
とりまとめを行っており、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は、 (社)日本建
設機械化協会をおいて外にない。
　以上の理由から契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令１０２条４第３号により、随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5167 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度　災害対策用機械の維
持管理適正化検討業務

金木　誠
中部技術事務所
名古屋市東区大幸南１丁目１番１５号

平成17年9月1日 14,700,000

　　本業務の遂行にあたって、災害対策用機械の構造・機能はもとより、災害対策用機械運
用に対する充分な知識経験が必要である。
　（社）日本建設機械化協会は建設機械の調査研究を手掛ける法人であることに加え、中部
技術事務所が保有する災害対策用車両を対象に中部地方整備局長との間に「災害時にお
ける中部地方整備局所管施設の緊急的な災害応急対策の支援に関する協定」を締結し、災
害出動を通して数々の経験、ノウハウを蓄積する法人であり、本業務に関する分野の専門知
識と豊富な業務経験に精通しており、中立かつ公正な立場で本業務を遂行することができる
唯一の機関である。
　以上のことから、上記業者をおいて外になく、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び
会計令１０２条４第３号により随意契約をしようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5168 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度　青崩峠道路施工検討
業務委託

若尾　豊信
飯田国道事務所
飯田市東栄町３３５０番地

平成17年7月8日 14,490,000

　　本業務を遂行するには、トンネル施工に関する極めて高度なノウハウと 新の知見及び
施工機械の情報収集・評価の実施を行う能力が必要であるとともに、中央構造線の特に脆
弱かつ特異な地質でのトンネル施工に対する豊富な知識、経験が必要である。
　上記研究所は、建設事業の機械化を推進し、以て国土開発と経済発展に寄与することを目
的で設立され、建設機械化に関する試験研究、推進及び普及、機械化工法の調査研究等の
事業を実施している。
　また、地質・土質が脆弱なトンネルの施工における支保技術に関する専門的かつ豊富な知
識、経験、能力を持つ技術者を多く有しており、中央構造線を通過する草木トンネル及び三
遠トンネルといった、日本に類を見ない極めて高度な技術力を必要とするトンネルの設計及
び調査・研究開発の受注実績を有するなど、高度かつ総合的な専門技術の検討や先端技術
に係る調査・研究開発を全国各地において数多く行ってきていることから、上記の条件を満
足し、公平で適正な判断が出来る機関であり、本業務を的確に遂行し 新の建設機械化情
報を提供できる唯一の業者として、他に競合できる者はない。
　以上の理由により（社）日本建設機械化協会施工技術総合研究所と随意契約を行うもので
ある。
根拠条項： 会計法第２９条の３第４項
　　　　　予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

公募手続きを導入

5169 （社）日本交通計画協会
平成１７年度　飛騨地域駐車場予約
システム検討業務委託

佐々木　政彦
高山国道事務所
高山市上岡本町７丁目４２５番地

平成17年10月31日 23,625,000

　　本業務の履行にあたっては、白川村をモデルケースとして飛騨地域の抜本的な交通渋滞
対策を検討するもので、総合的な地区交通計画・交通コントロールに関する経験と実績が要
求される。
　社団法人日本交通計画協会は、輸送革新に対応して合理的、効率的な交通施設の計画、
整備並びに有効利用を図るための調査研究活動を長年にわたって行っており、専門的かつ
高度な技術を有しているとともに、当協会は白川村をモデルケースとして平成１３年度に交通
社会実験を行い１４年度は実験の成果を反映した各種交通施策を試行した業務実績もある
ことから、この業務を遂行できるのは、社団法人日本交通計画協会の他にない。
　以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの 公募手続きを導入
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5170 （独）都市再生機構
平成１７年度　まちづくり交付金立ち
上げ支援方策検討調査委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年6月28日 10,993,500

　　　本業務の遂行にあたっては、創設されたばかりのまちづくり交付金制度に精通し、その
幅広い観点からの活用方策について知見・経験を有するとともに、全国の都市再生整備計
画事例に関する幅広い知識を有し、都市再生整備計画策定に向けて中立的な立場で適切な
助言ができることが必要不可欠である。
独立行政法人都市再生機構は、当該交付金制度の根拠法である都市再生特別措置法にお
いて、市町村の委託に基づき、都市再生整備計画の作成に関する業務および都市再生整備
計画に基づく事業の促進を図るために必要な調査等の業務を行うことができる旨規定されて
いる唯一の機関で、当該交付金制度について精通している団体である。またこのことに加
え、①都市再生整備計画関連業務の受注実績を有し、②全国地方都市におけるまちづくり
の動向への精通、③中心市街地活性化に係るノウハウ、④民間活力の誘導・企業誘致に係
る企業及び人的ネットワーク、⑤法定市街地開発事業(再開発事業・区画整理事業など)に係
るノウハウ、⑥まちづくり交付金創設に係る業務実績を有している。
本交付金制度が創設されて間もない現時点において、本制度の制度内容のみならず政策的
意図を的確に理解し、市町村への助言活動を中心にして都市再生整備計画の策定支援を行
うための必要な知識・経験を有する者は同機構しか存在せず、他の団体は契約の相手方な
り得ないことから、独立行政法人都市再生機構と委託契約しようとするものである。（会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

5171 （独）都市再生機構
平成１７年度　名城・柳原都市再生
プロジェクト推進調査委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成18年1月12日 4,991,700

本業務の遂行にあたっては、都市計画制度や各種基盤整備事業等に関する専門的知識は
もちろん、実際の事業化にいたるまでの豊富な調査・分析の実績を有していること、昨年度ま
での検討結果について熟知していることが不可欠となる。
これらの点に関し、都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法第３条において「機能的
な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に対応して十分
に行われていない大都市及び地域社会の中心となる都市において、市街地の整備改善及び
賃貸住宅の供給の支援に関する業務を行うことにより、社会経済情勢の変化に対応した都
市機能の高度化及び居住環境の向上を通じてこれらの都市の再生を図る」ことが目的の一
つとされており、また当地区と同時に第５次指定で都市再生プロジェクトに指定された「大手
町合同庁舎跡地」、「中央合同庁舎７号館等」においても、その推進に参画している実績があ
るところからも、都市再生に関して比類無く卓越した知識を有しており、都市再生プロジェクト
の推進にも合致した法人である。また、都市再生機構は当地区が都市再生プロジェクトに指
定されるとともに発足した「名古屋市名城・柳原地区都市再生プロジェクト推進協議会」に当
初から会員として参加し、整備方策等を検討してきた実績もある。
以上のことを考慮すると、本業務を実施できるのは独立行政法人都市再生機構をおいて他
になく、他の法人は契約の相手方成り得ないことから、独立行政法人都市再生機構と委託契
約しようとするものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号）

見直の余地があるもの 一般競争入札等に移行したもの

5172 （独）水資源機構
平成１７年度　直轄河川管理施設の
管理に関する業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年4月1日 8,910,000

河川の維持管理のために、水資源機構が保有し管理する施設を使用することや同施設と一
体に併設する河川施設の維持管理を行うために負担する費用である。契約相手は施設を保
有管理する水資源機構しかない。 その他のもの －

5173 （独）水資源機構
平成１７年度　長良川河口堰共同施
設の管理に関する業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年4月1日 70,840,000

河川の維持管理のために、水資源機構が保有し管理する施設を使用することや同施設と一
体に併設する河川施設の維持管理を行うために負担する費用である。契約相手は施設を保
有管理する水資源機構しかない。 その他のもの －

5174 （独）水資源機構
平成１７年度　長良川の環境調査に
関する業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年4月1日 44,191,000

　「長良川の環境調査に関する協定」が（独）水資源機構とが締結されている。（会計法第２９
条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの（H18
年度以降総合評価による一般競争入
札へ以降）

5175 （独）水資源機構
平成１７年度　阿木川ダム貯水池水
質保全事業委託業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年4月28日 167,540,000

　本業務の実施に当たっては、
１． 阿木川ダムの貯水池を含む維持管理に精通していること。
２． 阿木川ダム周辺自治体等との連携が図れること。
３． ダム貯水池水質保全に見識と専門知識及び技術を有すること。
以上が必要である。

　独立行政法人水資源機構阿木川ダム管理所は、ダム管理に移行した平成３年４月以降、
阿木川ダムのダム管理を実施しており、まさに本事業を委託するにふさわしいものである。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行したもの（H18
年度以降総合評価による一般競争入
札へ以降）

5176 （独）水資源機構
平成１７年度寒狭川頭首工及び導
水路管理委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年4月1日 31,295,300

河川の維持管理のために、水資源機構が保有し管理する施設を使用することや同施設と一
体に併設する河川施設の維持管理を行うために負担する費用である。契約相手は施設を保
有管理する水資源機構しかない。 その他のもの －  

5177 ホーチキ（株） 沼津河川国道事務所防火設備点検
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年8月18日 155,400

設備内容に熟知し点検内容に専門性及び機器の状況に周知している必要がある。（会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（18年度から直ちに一般競争入札
に移行）

　

5178 ホーチキ（株） 沼津河川国道事務所防火設備点検
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成18年2月6日 204,750

設備内容に熟知し点検内容に専門性及び機器の状況に周知している必要がある。（会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（18年度から直ちに一般競争入札
に移行）
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5179 関西電力（株）
平成１７年度今渡ダム魚道維持管
理業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年4月1日 4,693,500

施設（魚道）の維持管理協定締結により契約の相手方が特定している。（会計法第２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの －

5180 関西電力（株）
平成１７年度丸山ダム管理業務に
関する委託

八田　文夫
丸山ダム管理所
岐阜県加茂郡八百津町鵜の巣１４２２番
の５

平成17年4月1日 5,083,050

施設（ダム）の維持管理協定締結により契約の相手方が特定している。（会計法第２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの －

5181 関西電力（株） 電気料
永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成17年4月25日 431,267

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5182 関西電力（株） 電気料
田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年4月25日 61,404

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5183 関西電力（株） 電気料
松本　良一
紀勢国道事務所
松阪市郷津町２０６番地の１

平成17年4月28日 9,902,704

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5184 関西電力（株） 電気料
松本　良一
紀勢国道事務所
松阪市郷津町２０６番地の１

平成17年4月28日 1,003,422

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5185 関西電力（株） ケーブル共架料
松本　良一
紀勢国道事務所
松阪市郷津町２０６番地の１

平成17年4月1日 2,835

ケーブルの共架料（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの － 　

5186 国土環境（株）
平成１７年度　高波浪時の沿岸到達
波高予測検討業務

西川　友幸
静岡河川事務所
静岡市葵区田町３丁目１０８番地

平成17年7月1日 17,010,000

・本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な技術が要求されるもののため、平成１
６年度からの２ヶ年業務として「プロポーザル方式により建設コンサルタント選定委員会にお
いて 適な建設コンサルタントとして、国土環境（株）を特定した。
・よって、国土環境（株）と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

5187 国土環境（株）
平成１７年度　設楽ダム周辺環境調
査業務委託

山内　博
設楽ダム工事事務所
新城市大字杉山字大東５７

平成17年4月8日 23,100,000

　本業務は、平成16年度から３ヶ年程度の継続業務であり、内容が技術的に高度なもの又は
専門的な技術が要求されるもののため、「プロポーザル方式」により特定
　「プロポーザル方式」により「建設コンサルタント選定委員会」において、 適な建設コンサ
ルタントとして国土環境（株）を特定（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

5188 国土環境（株）
平成１７年度海岸情報システム（神
島）保守点検業務

田井中　靖久
三重河川国道事務所
津市広明町２９７番地

平成17年4月1日 3,580,500

・本業務で保守点検を行う海岸情報システムは過年度に環境計測システム（株）が自社開発
した信号変換ユニット及びデータ処理ソフトウェアに関する仕様及び特性について熟知してい
ることが必要であるが、国土環境（株）は、環境計測システム（株）と合併した会社であり、本
業務を実施するために必要となる専門的知識を有している。（会計法第２９条の３第４項、予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

5189 三菱電機（株）
平成１７年度　道路管理データベー
スシステム装置賃貸借

永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成17年4月1日 6,098,400

　本システムは、道路管理業務に必要なデータの管理を一元化して効率的な運用を図るため
に、三菱電機（株）が開発を行い、平成３年度から導入してデータの登録・更新、システムの
改良を行っている。
　 なお、平成１５年度に機器の更新及びシステムの改良を行っている。
　本システムに登録されている膨大なデータ及び関連ソフトに関して適切な保守管理、指導
ができるのは、機器及びシステムについて熟知している三　菱電機（株）の他にない。
　　以上の理由から、契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第
２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約しようとするものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

5190 三菱電機（株）
平成１７年度　道路管理データベー
スシステム装置賃貸借

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年4月1日 5,922,000

　
　本業務に使用する主装置及び周辺機器類は、平成１５年度において三菱電機（株）と先四
カ年を前提とするリース契約の初年度分の契約を締結しており、平成１７年度の賃貸借契約
は当該リース契約の３年目にあたる契約であり、機器賃貸借契約の相手方は三菱電機（株）
に限定される。
　したがって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第三号の規
定に基づき随意契約するものである。

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの
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5191 三菱電機（株）
平成１７年度　道路管理データベー
スシステム装置賃貸借

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年4月1日 1,533,000

　
１）本システム装置賃貸借は、平成１３年度機器更新にあたって全体借入期間を４年間とし、
賃貸借率、保守率を決定している。今回、賃貸借期間が終わるのに伴い、新規賃貸借までの
３ヶ月間延長を行うものである。
２）道路管理データベースのネットワーク構成等について熟知しており、他社による機器及び
システムの調整・運用に比べると障害回避の観点で有利である。
　以上の理由から契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、随意契約を行
うものである。
根拠法令
会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの

5192 三菱電機（株）
平成１７年度　電子ファイル装置賃
貸借

工藤　隆
愛知国道事務所
名古屋市千種区池下町２－６２

平成17年4月1日 5,191,200

　　賃貸借機器については、平成１４年度より三菱電機株式会社と月間賃貸借料率の予定期
間を４年として算出し、賃貸借契約しているものであり、今年度は４年目の期間更新となる。
　また、本件は、トラブル回避の観点から資料検索システムのネットワーク構成等について熟
知している必要がある。
三菱電機株式会社は、賃貸借契約を継続しておこなっており、かつ資料検索システムのネッ
トワーク構成等について熟知している唯一の会社であり、他に競合できる者はない。
　　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約しようとするものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

5193 三菱電機（株）
平成１７年度　電子ファイル装置賃
貸借

瀬本　浩史
名四国道事務所
名古屋市瑞穂区神穂町５番３号

平成17年4月1日 2,961,000

　資料検索システムに蓄積した全てのデータは、三菱電機が独自で開発したシステム（電子
ファイル装置）で構築している。また、資料検索システムのネットワーク構成等について熟知し
ているのは三菱電機（株）のみであり、他に競合できるものはいない。
　　以上の理由から契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、三菱電機（株）
と随意契約するものである。
　根拠条項
　　会計法第２９条の３第４項
　　予決令第１０２条の４第３号

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

5194 東京電力（株） 電気料（観測装置）
森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年4月25日 246,616

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5195 東京電力（株） 電気料（道の駅おやま）
森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年5月2日 1,941,145

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5196 東京電力（株） 電気料（沼津・事務所外灯分）
森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年5月10日 6,241,115

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5197 東京電力（株）
電気料（１３９号上井出インター街路
灯）

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年5月11日 8,802

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5198 東京電力（株）
電気料（富士・沼津維持公衆街灯
分）

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年5月19日 43,972,216

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5199 東京電力（株）
電気料（各維持出張所公衆街路灯
分）

森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年5月23日 1,298,770

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5200 東京電力（株） 光ファイバーケーブル電柱共架料
森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年4月1日 22,680

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

その他のもの － 　

5201 東京電力（株） 光ファイバーケーブル電柱共架料
森本　励
静岡国道事務所
静岡市葵区南安倍２丁目８番１号

平成17年4月1日 157,500

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

その他のもの － 　

5202 東京電力（株） 電気料
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年4月25日 185,799

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5203 東京電力（株） 電気料その２
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年4月27日 1,039,427

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5204 東京電力（株） 徳倉外原寮電気料
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年4月27日 11,038

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）
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5205 東京電力（株） 電気料その３
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年5月12日 41,073

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5206 東京電力（株） 電気料その４
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年5月25日 635,348

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5207 東京電力（株） 電気料その１
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年5月25日 121,643

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5208 東京電力（株） 電気料その１
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年5月27日 1,010,682

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5209 東京電力（株） 電気料その５
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年5月25日 1,997

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5210 東京電力（株） 徳倉外原寮電気料
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年5月27日 11,038

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5211 東京電力（株） 電気料その２
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年6月7日 118,829

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5212 東京電力（株） 電気料その３
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年6月14日 540,372

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5213 東京電力（株） 電気料その１
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年6月20日 402,867

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5214 東京電力（株） 電気料その２
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年6月24日 762,765

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5215 東京電力（株） 徳倉外原寮電気料
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年6月24日 11,038

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5216 東京電力（株） 電気料その３
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年7月5日 432,241

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5217 東京電力（株） 電気料その４
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年7月12日 174,921

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5218 東京電力（株） 電気料その１
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年7月21日 544,219

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5219 東京電力（株） 電気料その２
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年7月27日 762,732

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5220 東京電力（株） 外原寮電気料
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年7月27日 11,038

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5221 東京電力（株） 電気料その３
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年8月9日 678,936

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5222 東京電力（株） 電気料その１
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年8月19日 576,467

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5223 東京電力（株） 電気料その２
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年8月29日 918,738

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）
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5224 東京電力（株） 外原寮電気料
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年8月29日 11,038

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5225 東京電力（株） 電気料その３
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年9月6日 686,147

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5226 東京電力（株） 電気料その１
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年9月26日 632,034

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5227 東京電力（株） 外原寮電気料
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年9月29日 11,038

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5228 東京電力（株） 電気料その２
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年9月29日 908,345

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5229 東京電力（株） 共架料（上期分）
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年10月11日 303,030

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

その他のもの － 　

5230 東京電力（株） 電気料その３
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年10月13日 624,499

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5231 東京電力（株） 共架料（上期分）
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年10月11日 69,930

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

その他のもの － 　

5232 東京電力（株） 電気料その４
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年10月18日 68,873

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5233 東京電力（株） 電気料その１
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年10月18日 584,097

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5234 東京電力（株） 電気料その２
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年10月27日 806,502

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5235 東京電力（株） 外原寮電気料
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年10月27日 11,038

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5236 東京電力（株） 電気料その３
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年11月9日 704,224

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5237 東京電力（株） 電気料その１
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年11月21日 511,320

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5238 東京電力（株） 電気料その２
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年11月28日 726,619

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5239 東京電力（株） 外原寮電気料
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年11月28日 11,038

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5240 東京電力（株） 電気料その３
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年12月9日 697,393

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5241 東京電力（株） 電気料その１
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年12月16日 542,815

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5242 東京電力（株） 外原寮電気料
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年12月20日 11,038

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）
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5243 東京電力（株） 電気料その２
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年12月20日 650,420

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5244 東京電力（株） 電気料その３
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成18年1月4日 96,116

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5245 東京電力（株） 電気料その４
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成18年1月10日 646,451

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5246 東京電力（株） 電気料その１
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成18年1月20日 608,031

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5247 東京電力（株） 電気料その２
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成18年1月27日 825,054

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5248 東京電力（株） 外原寮電気料
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成18年1月27日 11,038

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5249 東京電力（株） 電気料その３
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成18年2月6日 794,740

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5250 東京電力（株） 電気料その１
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成18年2月20日 558,090

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5251 東京電力（株） 電気料その２
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成18年2月24日 860,792

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5252 東京電力（株） 外原寮電気料
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成18年2月24日 11,038

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5253 東京電力（株） 電気料その３
木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成18年3月7日 700,235

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5254 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年4月15日 2,025

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5255 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年5月6日 529,320

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5256 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年5月16日 1,993

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5257 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年5月24日 2,770

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5258 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年6月2日 492,730

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5259 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年6月13日 1,898

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5260 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年6月17日 1,939

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5261 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年7月4日 519,678

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）
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5262 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年7月11日 1,828

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5263 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年7月21日 2,249

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5264 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年8月2日 576,154

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5265 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年8月9日 2,222

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5266 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年8月23日 2,106

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5267 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年8月31日 606,996

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5268 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年9月9日 2,065

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5269 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年9月20日 2,327

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5270 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年10月3日 627,394

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5271 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年10月3日 9,439

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5272 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年10月13日 2,445

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5273 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年10月20日 2,201

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5274 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年11月2日 547,737

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5275 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年11月2日 30,157

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5276 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年11月10日 1,599

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5277 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年11月18日 1,944

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5278 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年12月5日 531,714

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5279 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年12月5日 29,967

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5280 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年12月12日 2,146

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）
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5281 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成17年12月20日 1,992

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5282 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成18年1月5日 41,119

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5283 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成18年1月5日 544,944

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5284 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成18年1月12日 2,697

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5285 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成18年1月19日 2,250

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5286 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成18年2月2日 583,490

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5287 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成18年2月2日 85,180

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5288 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成18年2月10日 2,096

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5289 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成18年2月16日 1,951

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5290 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成18年3月1日 572,783

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5291 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成18年3月1日 80,184

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5292 東京電力（株） 電気料
冨田　陽子
富士砂防事務所
富士宮市三園平１１００番地

平成18年3月8日 2,080

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5293 八千代エンジニアリング（株）
平成１７年度　１号愛知東部沿道環
境調査業務委託

工藤　隆
愛知国道事務所
名古屋市千種区池下町２－６２

平成17年6月21日 15,645,000

　本業務は、一般国道１号静岡県境～豊明市において、重交通による沿道環境の改善を２１
世紀における国道１号沿道の環境を見据えた際、地域の抱える課題やニーズを取り入れた
環境改善策が必要不可欠となる。
そこで、従来の「環境整備事業」手法の枠にとらわれない新たな沿道環境の改善方策を検討
するものである。
　本業務は、高度な専門知識及び技術が要求されるため、「標準型プロポーザル方式」によ
り、「建設コンサルタント選定委員会」において、 適な建設コンサルタントして、八千代エン
ジニアリング株式会社を特定した。
　平成１７年度業務は、昨年度の継続業務であり、昨年度策定した実施計画書に基づき実施
するものであるため、過年度の業務内容を熟知しいなければならない。
　以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２
９条の３項第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第３号に基づき、随意契約するものであ
る。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

5294 八千代エンジニアリング（株）
平成１７年度　２３号名古屋南部遮
音壁設置検討業務委託

服部　亮二
名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町２丁目３０番地

平成17年5月2日 42,735,000

当該業務は「平成１６年度２３号名古屋南部遮音壁設置検討業務委託」でプロポーザル方式
を実施し、これを継続して実施するものである。過年度で検討した全体計画検討を踏まえ、工
事実施に向けた関係機関との協議に基づき設計を行うことから、検討経緯に係わる理解、設
計の一貫性が求められる。
従って、本業務の実施に必要な条件を満たす業者は八千代エンジニヤリング株式会社の他
にない。
よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条４第３号の規定により八千代エンジニヤ
リング株式会社と随意契約を行うものである。

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの



番号 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5295 八千代エンジニアリング（株）
平成１７年度　狩野川水系砂防事業
評価検討業務委託

木村　嘉富
沼津河川国道事務所
沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成17年5月12日 34,125,000

・昨年度実施した「平成１ ６ 年度狩野川水系砂防事業評価検討業務委託」では、内容が専
門的であるため「建設コンサルタント選定委員会」がプロポーザルに基づく技術的に 適なコ
ンサルタントとして当該法人を選定している。
・今回業務は、昨年度当該法人が実施し、提出された技術提案書に基づいて行うものであ
り、昨年度と同一業者が実施する必要がある。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの

5296 八千代エンジニアリング（株）
平成１７年度　長島ダム貯水池周辺
環境調査

石橋　年孝
長島ダム管理所
静岡県榛原郡本川根町犬間５４１の３

平成17年4月1日 24,675,000

湛水直後の実態を調査した本業者は、現場の状況を十分に把握しており、その影響の程度
を的確かつ総合的に比較検討することができる。また、平成１２年度に実施したフォローアッ
プ調査から当ダムの環境調査に継続的に関わっており、本調査を的確に行うことができるの
は、推薦業者をおいて他にはない。よって、同業者と随意契約するものである。（会計法第２
９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（１８年度以降一般競争入札等に
移行）

5297 北陸電力（株） 電気料
永田　哲郎
岐阜国道事務所
岐阜市茜部本郷１丁目３６番地の１

平成17年5月17日 5,377,217

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5298 北陸電力（株） 電気料
佐々木　政彦
高山国道事務所
高山市上岡本町７丁目４２５番地

平成17年4月22日 464,697

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5299 北陸電力（株） 電気料
佐々木　政彦
高山国道事務所
高山市上岡本町７丁目４２５番地

平成17年4月22日 101,054

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5300 北陸電力（株） 電気料
佐々木　政彦
高山国道事務所
高山市上岡本町７丁目４２５番地

平成17年5月26日 14,935,285

特定供給事業者である（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直の余地があるもの
一般競争入札等に移行することとした
もの（19年度から直ちに一般競争入札
に移行）

5301 名古屋高速道路公社
平成１７年度　一般国道２２号道路
改良工事

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成17年6月23日 129,116,400

契約の相手方が実施する工事と関連のある工事であるため、協定を締結しており、その協定
に基づく委託工事である。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号） その他のもの － 　

5302 名古屋高速道路公社
平成１７年度　名古屋高速・東名阪
社会実験委託その３

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号

平成18年2月16日 22,859,000

国土交通省においては、一般道路から有料道路への交通転換を促進することによる道路の
有効利用と、沿道環境改善や渋滞緩和、交通安全対策などを目的とした有料道路の多様で
弾力的な料金施策として、社会実験（地域における課題解決型）が創設された。そこで、名古
屋高速道路、東名阪自動車道（名古屋ＩＣ～高針ＪＣＴ、清洲ＪＣＴ～楠ＪＣＴ）を対象として、上
記のような多様な課題を解決するための社会実験を実施した。名古屋高速道路については
実験を継続実施中、東名阪自動車道については９月２５日をもって一旦終了、システム改良
後実験再開を予定しているところである。今回、東名阪自動車道（清洲ＪＣＴ～楠ＪＣＴ）の実
験再開に向け、当該箇所の料金に係るデータ提供に関する部分（ＥＴＣシステム改良）につい
て、平成１７年３月２８日付けで締結した協定に基づき、委託契約を行うものである。（会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他のもの
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないものとしたもの


