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5414 （財）道路保全技術センター
平成１７年度現道工事関連技術
評価支援業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月13日 62,685,000

　本業務の履行にあたっては、建設事業に関わる技術全般に
精通していることに加えて、現道交通の安全確保のための専
門的な知識を必要とする。当該財団は、本業務実施に必要な
工事に伴う一般交通の安全確保に関わる技術を有すと共に、
公平性、客観性、機密性を有し、加えて技術評価に関する行政
経験の豊富な技術者を多数有しており、本業務を実施するた
めに必要な条件を満足する唯一の機関である。よって当該財
団と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5415 （社）国際建設技術協会
先進国における入札・契約制度
連携に関する調査業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年1月17日 40,215,000

　本業務を遂行するためには、海外の公共事業の実施体制に
精通し、発注者の役割について高度な知識を有することが必要
である。（社）国際建設技術協会は、建設関係の技術者、建設
コンサルタント等を会員として、建設技術を通じた国際協力と国
際交流の推進及び日本の建設分野の国際化への支援を行うこ
とを事業目的とする公益法人である。当該法人は、海外の公共
事業実施体制に関する幅広い調査の実績を有しており、本業
務に関連する調査として、米国の中小規模自治体で行われて
いるコンサルタントの活用方法などを通じた技術力保持の取組
み調査（平成15年度）、先進国の公共事業実施体制において
米国、独国の工事の監督・検査体制についての調査（平成16
年度）等、海外における具体的な諸制度･施策についての詳細
な調査を行っている。したがって、本業務の目的達成に十分な
能力を有する唯一の機関である当該法人と随意契約を行うも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

5416 （財）先端建設技術センター
滋賀国道事務所管内ＰＭ導入検
討業務

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成18年3月2日 4,410,000

　本業務は、滋賀国道事務所管内において実施中の改築事業
について、事業執行監理の更なる円滑化・効率化を図る為に、
プロジェクトマネジメント（ＰＭ）手法を導入し、運用にむけ検討
を行う業務である。本業務の実施にあたっては、建設事業に関
する施工計画やマネジメントシステムについて高度で専門的な
知識と経験が必要不可欠である。（財）先端建設技術センター
は、建設事業に関わる先端的な技術に関する調査研究、開発
及び活用普及を図ることにより国土基盤整備の推進を図り、
もって国民生活の安定と向上に資することを目的として設立さ
れた財団法人であり、先端建設技術においては、ＩＳＯ９００１、Ｉ
ＳＯ１４００１及びプロジェクトマネジメントなどの建設事業への
導入に関する調査研究及び普及に関する業務を行っている。
また、他の地方整備局におけるプロジェクトマネジメントに関す
る業務の実績を多数有しているなど、建設事業に関わるプロ
ジェクトマネジメントについて高度で専門的な知識と豊富な経験
を有しており、本業務を遂行できる唯一の機関である。よって、
上記の（財）先端建設技術センターと随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5417 八千代エンジニアリング（株） 京都第一管内現場技術業務
東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年4月1日 14,175,000

　本業務は、プロポーザル方式により技術提案書を提出させ、
建設コンサルタント選定委員会において評価された結果、当該
業者が「技術職員の経験及び能力」、「業務の理解度」、「業務
実施の実現性」及び「業務実施の独創性」の全てにおいて、他
社より優れていたので特定された。よって、次の法令根拠に
よって、八千代エンジニヤリング㈱と随意契約とすることが適当
であると考える。本業務の業者選定にあたっては、標準プロ
ポーザル方式を採用しており、建設コンサルタント選定委員会
において技術提案書を評価した結果、八千代エンジニヤリング
㈱　が特定されたため、随意契約を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他のもの －
プロポーザ
ル方式
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5418 （財）先端建設技術センター 大阪北道路技術評価検討業務
前田陽一　浪速国道事務所　枚
方市南中振３－２－３

平成17年8月22日 5,880,000

　本業務は、大規模な地下空間で行う工事において、コスト縮
減、品質の確保、工期短縮及び民間の新技術・新工法の積極
的な活用を図ることを目的に設計・施工一括発注方式を試行す
る為に、入札公告及び入札説明書に明記すべき技術事項の検
討について整理・取りまとめを行う業務である。上記法人は、地
下空間建設技術等に係る施工の自動化・合理化技術開発と導
入・普及を促進するために設立されたものであり、設計施工一
括発注方式の技術評価支援を行っており、評価資料を作成し
て、技術評価検討会を開催し検討課題及び条件を整理して取
りまとめている。又、技術評価に関する業務においても近畿地
方整備局管内で十分な実績を有している。上記法人は、この業
務に関して精通した経験豊富な指導者や人員を有しており、唯
一的確な業務の遂行ができる公益法人である。よって、上記法
人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5419 （財）国土技術研究センター
平成１７年度近畿地方圏形成に
資する総合交通体系検討業務

福岡彰三　近畿幹線調査事務所
大阪市福島区野田５－１７－２２

平成17年12月26日 30,450,000

総合的な交通体系整備、国土計画、社会資本整備、地域づくり
まち作り等について豊富な知識、データ、ノウハウと蓄積、高度
な技術を有し、数多い実績（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5420 （財）国土技術研究センター
平成１７年度自律移動支援シス
テム適用性検討業務

奈良国道事務所長　山田哲也
奈良市大宮町３－５－１１

平成17年12月16日 13,125,000

本業務は、ＩＣタグ等の通信機器技術を活用し、身体的状況等
利用者の特性に応じて移動経路、交通手段、目的地等の情報
を必要な形でリアルタイムに提供する自律移動支援システムに
ついて、奈良県での適用可能性を検討するものである。本業務
の実施にあたっては、すべての歩行者の交通安全に対する取
り組みなど行政的立場について十分精通しており、「交通バリ
アフリー」、「歩行者ＩＴＳ」及び「自律移動支援プロジェクト」に関
する幅広い知識を必要とするなど、高度な専門知識や行政的
視点に立脚した検討を進める必要がある。上記法人は、平成１
６年度から国土交通省において取り組んでいる「自律移動支援
プロジェクト」に関する業務に唯一携わっている法人であり、ま
た、「交通バリアフリー」、「歩行者ＩＴＳ」等に関する業務を多数
実施していることから、専門的かつ高度な技術と経験を有し、
本業務に求められる新しい建設技術に関する種々の知見と公
正な判断能力を有している。本業務を遂行するための知識、技
術、経験を併せ持つものは、同法人以外にない。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5421 （財）道路保全技術センター
平成１７年度排水性舗装機能測
定車検定作業

山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成17年4月27日 1,785,000

本作業の履行にあたっては、排水性舗装機能測定車の測定シ
ステムを熟知していると　ともに、排水性舗装の機能測定に関
する高度な知識と経験が必要である。  （財）道路保全技術セン
ターは、官・民・学が協力し道路保全の技術に関する調査研
究・開発等を行うことにより、効率的かつ合理的な保全技術の
向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生
活の向上に寄与することを目的として設立された財団法人であ
る。排水性舗装の機能発注における性能評価審査機関として
近畿地方整備局が指定した団体であり、平成１１年度に排水性
舗装の機能測定を開始した当初から測定作業に携わり、排水
性舗装機能測定車の測定システムを熟知しているとともに、排
水性舗装の機能測定に関する高度な知識と経験を有している
唯一の団体である。　　以上の理由により、本業務の履行にあ
たっては上記業者と契約しなければ、契約の目的を達すること
ができないので、随意契約し本業務の目的を的確に達成する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）
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5422 （財）道路保全技術センター
道路協定等整理検討業務（一
式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年8月30日 4,725,000

  本業務を遂行するには、道路協定締結に精通し、豊富な知
識・経験が必要であるとともに、法的知識及び道路構造を熟知
している必要がある。
又、現在の協定内容を踏まえ、再協定締結のための資料を作
成するには、道路構造を踏まえた、現在の道路協定の締結の
知識が必要である。
社団法人道路保全センターは、道路保全の諸問題に取り組
み、総合的な技術の開発、普及、指導を行い、効率的な保全技
術を提供する事を目的に設立された公益法人である。
上記法人は、「道路管理実務の手引き」等の作成業務を実施し
ているため、道路法その他の関係法令、並びに近畿地方整備
局の諸規定を十分理解していることに加え、道路協定に関して
も精通しており、道路構造に関する高度な知識を保有するとと
もに経験豊富な技術者を多数有している。
以上のことから、本業務を履行できるのは、社団法人道路保全
技術センターの他にはないことから、社団法人道路保全セン
ターと随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5423 （財）道路保全技術センター
平成１７年度原子炉事故に対応
した道路管理体制検討業務（一
式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年8月30日 5,775,000

本業務を遂行するには、過去の事故事例等より、原子炉事故
の影響範囲を検討し、国道に与える影響を検討すると共に、原
子力災害対策特別措置法に基づき、地方自治体が作成してい
る防災計画について現状の整理を行うとともに、自治体にヒヤ
リングし、道路管理者との情報伝達、道路管理体制のあり方を
検討する必要がある。
社団法人道路保全センターは、官学民が協力して道路保全技
術の諸問題に取り組み、総合的な技術の開発、普及、指導を
行い、効率的な保全技術を提供する事を目的に設立された公
益法人である。
上記法人は、原子炉影響に関する道路管理の実務の実績が
あり、原子炉事故に対応した道路管理体制を熟知している技術
者を多数有している。
以上のことから、本業務を履行できるのは、社団法人道路保全
技術センターの他にはない。
よって、社団法人道路保全技術センターと随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5424 （財）道路保全技術センター
平成１７年度道路技術開発支援
検討業務（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年8月30日 6,300,000

 本業務は平成１４年度に設立された研究会の支援及び新たな
プロジェクトチ－ムの設立支援の検討であるため、道路の現状
における問題・課題を十分に把握し、多くの事案に携わるととも
に、関係業界に対して中立的な立場を維持できることが必要で
あることから、（財）道路保全技術センタ－が本研究会の事務
局を設立時の平成１４年から担当している。　（財）道路保全技
術センタ－は、道路保全技術の諸問題に取り組み、総合的な
技術の開発、普及、指導を行い、効率的な道路保全技術を提
供することを目的として設立され、その業務内容の中では、道
路保全技術に係わる情報の収集や建設事業に係わる施工の
合理化技術及び材料利用技術の研究、開発及び普及を実施し
ている唯一の機関である。　本業務の履行にあたり必要な知
識・経験・技術力を十分に有していると判断でき、円滑且つ的
確な執行能力を有するものは当該財団以外にないため、（財）
道路保全技術センタ－と随意契約を行うものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）
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5425 （財）道路保全技術センター
平成１７年度道路情報システム
運用業務（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 6,405,000

　道路管理者は、安全で円滑な道路通行を国民に提供する責
務から、道路に関する情報を収集し、適格に選択し、道路利用
者への情報提供を実施している。
  本業務は、道路管理者が行う管理業務に必要とする情報を
迅速かつ的確に把握し整理するものであり、実施にあたって
は、近畿地方整備局における道路情報システム及び情報伝達
系統の熟知とともに道路情報の管理に関する専門知識、経験
を必要とする。
　財団法人　道路保全技術センターは、「道路保全の技術に関
する調査研究・開発を行うことにより道路交通の機能の改善と
道路空間の整備の高度化を図り、もって国民生活と社会活動
の向上に寄与する。」ことを目的として設立された公益法人であ
り、道路事業の政策に関わる基礎的調査研究及び道路の計
画・設計・施工・維持管理に関わる様々な調査研究と開発を実
施している。
　当業者は、これまでの各種業務において、橋梁・道路付属物
等の保全に関する調査研究、道路施設の点検・診断システム
や道路管理データベースの開発・整備及び情報提供等に関す
る業務も多数実施しており、過去の実績も豊富であるとともに、
本業務に関する道路情報システムを熟知しており、道路情報を
迅速かつ的確に把握・整理する高度な知識と経験を有してい
る。また、道路情報管理に関する行政的経験豊かな技術者及
び技術力を保有している。さらに他の法人が本業務を行った場
合、必要とする資料及び技術力の習得に多大な労力と時間を
要することとなり、業務の適切な執行が極めて困難である。
　以上の理由により、本業務を履行できるのは、（財）道路保全
技術センターしかない。よって、当センターと随意契約するもの
である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5426 （財）道路保全技術センター
平成１７年度降雨量による法面
被災分析業務（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年9月23日 6,405,000

　本業務は、今後、道路災害情報管理の支援を行うために、災
害履歴情報や、雨量規制情報、防災点検結果情報等を基に、
災害履歴図および災害想定図を作成するなど、高度な技術力
と専門的な判断を必要とする業務である。
（財）道路保全技術センタ－は、道路交通及び道路保全に関す
る情報を組織的に収集・蓄積し、それらの情報を活用して、道
路防災等を含む道路保全技術の向上を目指すため設立された
公益法人である。
当法人は、
①  これまでの各種業務において、防災対策に関する高度な技
術と専門的な判断が出来る学識経験者と強いつながりを保持
していること。
②  本業務を実施するについては、これまでに道路防災に関す
る対策工法等検討をはじめ、道路防災管理の高度化や、過去
の法面調査結果を収集・分析整理について、不安定化要因の
抽出・整理や評価項目の抽出など、通行規制区間に関する業
務を実施しており、内容にも精通し、これらの資料及び技術力
を蓄積している唯一の団体である。
③  防災事業に関する行政的経験豊かな技術者及び技術力を
保有していること。
以上により、本業務を遂行し得る唯一の法人である財団法人
道路保全技術センターと随意契約を行うものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5427 （財）道路保全技術センター
道路巡回の適正化検討業務（一
式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年8月30日 7,980,000

本業務を遂行するには、道路巡回、管理に精通し、その豊富な
知識・経験が必要であるとともに、道路保全に関する情報を組
織的に収集する必要がある。
又、学識経験者の意見を踏まえ、道路管理の水準を考慮する
ことにより、安全で円滑かつ快適な道路交通を確保する必要が
ある。
社団法人道路保全センターは、道路保全の諸問題に取り組
み、総合的な技術の開発、普及、指導を行い、効率的な保全技
術を提供する事を目的に設立された公益法人である。
上記法人は、道路巡回における構造物に関する点検要領を検
討した実績があり、本業務に必要な道路巡回、管理に関する情
報を多々蓄積していることに加え、道路保全に詳しい技術者を
豊富に有している。
以上のことから、本業務を履行できるのは、社団法人道路保全
技術センターの他にはないことから、社団法人道路保全セン
ターと随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5428 （財）道路保全技術センター
平成１７年度道路防災に関する
対策工法等検討業務（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年5月30日 8,610,000

　本業務は、各事務所からの要請に基づき、高度な技術力と専
門的な判断を必要とする防災工事等において、現地調査及び
分析を行うとともに、地域の気象条件や地質条件の特性及び
道路構造を十分把握した上で、防災ドクターの診断に必要不可
欠な当該防災箇所の調査方法や対策工法等について、検討を
行う業務である。
　（財）道路保全技術センタ－は、道路交通及び道路保全に関
する情報を組織的に収集・蓄積し、それらの情報を活用して、
道路防災等を含む道路保全技術の向上を目指すため設立され
た公益法人である。
当法人は、
①これまでの各種業務において、防災対策に関する高度な技
術と専門的な判断が出来る学識経験者と強いつながりを保持
していること。
②本業務を実施するについては、これまでに道路防災ドクター
から受けた助言、指摘等を踏まえて実施することが重要である
が、　　　　　　　これらの資料及び技術力を蓄積している唯一の
団体であること。
③防災事業に関する行政的経験豊かな技術者及び技術力を
保有していること。
以上により、本業務を遂行し得る唯一の法人である（財）道路
保全技術センターと随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5429 （財）道路保全技術センター
平成１７年度道路維持管理調査
検討業務（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年6月10日 8,820,000

　本業務を実施するにあたっては、道路構造物等に関する 新
の知識、豊富な経験と道路行政に係る諸政策・制度に精通した
専門知識、経験による行政的な視点及び道路利用者のニー
ズ、社会情勢の変化を踏まえた検討が必要である。
　(財)道路保全技術センターは、「道路保全の技術に関する調
査研究・開発を行うことにより道路交通の機能の改善と道路空
間の整備の高度化を図り、もって国民生活と社会活動の向上
に寄与する」ことを目的として設立された公益法人であり、道路
の維持・管理に関わる様々な調査研究及び道路事業の政策に
関わる基礎的調査研究を実施している。
  当法人は、これまでの各種業務において道路構造物等に関
する資料及び技術力を十分に蓄積するとともに、道路維持管
理に関する支援、検討業務等を実施しており内容にも精通して
いる。また、道路の保全に関する行政的経験豊かな技術者及
び技術力を保有している。
　以上の理由により本業務の目的を達成できる唯一の者であ
る、財団法人道路保全技術センターと随意契約を締結するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5430 （財）道路保全技術センター
平成１７年度道路法面健全性評
価検討業務（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年9月22日 8,925,000

　本業務は、今後、道路法面・斜面を良好に保ち、維持管理の
時期や手法等の検討を行うため、過去の法面調査結果を収
集・分析整理について、不安定化要因の抽出・整理や評価項
目の抽出など、高度な技術力と専門的な判断を必要とする業
務である。
（財）道路保全技術センタ－は、道路交通及び道路保全に関す
る情報を組織的に収集・蓄積し、それらの情報を活用して、道
路防災等を含む道路保全技術の向上を目指すため設立された
公益法人である。
当法人は、
①  これまでの各種業務において、防災対策に関する高度な技
術と専門的な判断が出来る学識経験者と強いつながりを保持
していること。
②  本業務を実施するについては、これまでに道路防災に関す
る対策工法等検討をはじめ、道路防災管理の高度化や、通行
規制区間に関する業務を実施しており内容にも精通し、これら
の資料及び技術力を蓄積している唯一の団体である。
③  防災事業に関する行政的経験豊かな技術者及び技術力を
保有していること。
以上により、本業務を遂行し得る唯一の法人である財団法人
道路保全技術センターと随意契約を行うものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5431 （財）道路保全技術センター
舗装の性能規定発注方式等に
関する調査検討業務（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年7月20日 9,765,000

本業務は、近畿地方整備局管内で試行的に行われている発注
方式のうち、舗装工事の新しい発注方式である性能規定方式
（平成１０年度より試行）や総合評価落札方式（平成１２年度よ
り試行）に関して、試行された工事の結果について検証・整理
し、性能規定・総合評価試行工事の課題、性能指標の検討、新
たな性能指標の適用、運用面の課題・調整事項について検討
し、とりまとめを行うものである。
本業務は検証される性能評価結果が、工事の修補や罰則等の
対象となることから、公平・中立性及び機密の保持が強く求め
られる。
また、本業務の遂行にあたっては、行政面の対応や技術的総
合判断が必要となり、舗装工事における性能規定や総合評価
落札方式の制度等に熟知し、かつ舗装技術全般にわたり高度
な知識と総合的な技術力を有した経験豊富な技術者が必要で
ある。　　財団法人道路保全技術センターは、道路保全の技術
に関する調査研究、開発等に関する事業を行い、効率的かつ
合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円
滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的として設
立された公益法人であり、本業務で必要とされる専門知識を
持った行政経験豊富な技術者を多数有している。
同法人は、本業務の遂行に必要な上記条件を満たす知識、技
術、経験を有し、守秘義務と公平・中立な立場を保持して業務
を履行できる唯一の法人である。
したがって、本業務の実施にあたり、財団法人道路保全技術セ
ンターと随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5432 （財）道路保全技術センター
「道の駅」活性化方策検討業務
(一式)

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年12月2日 32,245,000

　本業務は、「道の駅」の利用実態、運営実態及び管理者の意
向等を把握し、「道の駅」活性化のための方策を検討するもの
である。本業務を遂行するためには、「道の駅」の経営や運営
について精通している必要がある。（財）道路保全技術センター
は、安全で円滑かつ快適な道路交通の確保と国民生活の向上
に寄与するために設立された公益法人である。平成５年度「道
の駅」の登録制度が始まって以降、「道の駅」に関する企画・運
営に関する豊富な知識と経験を有している。また、「道の駅」の
利便性向上を目的に設立された「道の駅」連絡会の事務局とし
て、「道の駅」の経営、運営について豊富な知識と経験を有して
おり、本業務を円滑かつ的確に履行しうる唯一の法人である。
以上の理由より上記財団法人と随意契約するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5433
（財）日本道路交通情報セン
ター

平成１７年度関空関連道路交通
情報提供等業務
（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 3,990,000

（財）日本道路交通情報センターは、警察および道路管理者の
両者において収集される道路・交通情報を、広く一般に一元
的、かつ、正確、迅速に提供する業務の推進を目的として設立
された財団法人で、道路交通情報システムを整備保持し、シス
テムの運用を実施している唯一の機関であるため、上記法人と
随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

5434 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度橋梁に関する対策
工法検討業務（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年9月26日 8,190,000

　本業務の遂行にあたっては、道路橋の調査、設計、施工、点
検手法・診断技術、補修・補強方法等、橋梁に関する総合的か
つ高度な知識と豊富な経験を有していることが必要であるとと
もに、橋梁ドクターの診断に必要不可欠な橋梁の設計方法、施
工方法および機能確保に必要な点検・補修方法等の検討を行
う業務である。（財）海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他
の橋梁に関する技術、経済、環境その他の問題についての調
査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図る
ことによって、国民経済の発達と国民生活の向上に寄与するこ
とを目的として設立された公益法人である。また、平成１６年度
に、道路橋の保全に関する高度な技術と豊富な実績を有する
（財）道路保全技術センターの橋梁部門を移管し発足した組織
であることから、道路橋に係わる調査・管理業務の高度な知
識・技術・情報と豊富な経験を有する唯一の公益法人である。
当法人は、
　①  これまでの各種業務において、橋梁点検・補修等に関す
る高度な技術と専門的な判断が出来る学識経験者と強いつな
がりを保持していること。
 ②  本業務を実施するについては、これまでに橋梁ドクターか
ら受けた助言、指摘等を踏まえて実施することが重要である
が、これらの資料及び技術力を蓄積している唯一の団体である
こと。
 ③  橋梁事業に関する行政的経験豊かな技術者及び技術力
を保有していること。
以上により、本業務を遂行し得る唯一の法人である（財）海洋
架橋・橋梁調査会と随意契約を行うものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5435 （財）海洋架橋・橋梁調査会
橋梁における設計施工一括発
注方式による調達方式検討業務
（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年1月16日 18,900,000

本業務は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」及び
「入札談合の再発防止策」の理念にかなう新しい調達システム
として検討されている橋梁分野における「設計施工一括発注方
式（デザイン・ビルド方式）」について、内外の実施事例を調査・
分析することで普及をはかる上での問題点を把握し、今後の設
計施工一括発注方式を検討するための基礎資料を得るもので
ある。本業務を遂行するに当たっては、橋梁事業に関する海外
の情報も含め幅広い調査及び分析業務の経験を有し、高度な
知識や経験が必要とされる。財団法人海洋架橋・橋梁調査会
は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境その他
の問題についての調査研究、知識の普及等を行うことを目的と
した公益法人であり、これまでに数々の国内外の橋梁の設計
施工に関する支援業務を実施しており、また、過去に海外の長
大橋の設計・施工及び維持管理についての調査を実施するな
ど海外における情報網も有している。よって、本業務の履行に
あたっての十分な知識及び能力を有しているものは（財）海洋
架橋・橋梁調査会以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

5436 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度橋梁保全システム
検討業務（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年2月6日 8,872,500

　本業務は、補修・補強工事に適した新しい調達方式として提
案している「施工検討付補修工事方式」の調達マニュアルを提
案するため、橋梁の補修・補強工事の問題点を、設計・施工一
括発注方式の施工例等を参考に、設計、積算上の具体的な留
意点を工種毎に整理を行い、工事発注時の発注条件の整理と
甲乙のリスク分担並びに設計変更の方法について検討し、橋
梁補修・補強工事の調達マニュアルを提案するものである。
（財）海洋架橋･橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関す
る技術、経済、環境その他の問題についての調査研究、知識
の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることによって、
国民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを目的とし
て設立された公益法人である。当法人は、平成１７年度橋梁検
査業務をはじめ橋梁点検調査結果の診断とりまとめを実施す
るなど、道路橋の保全に関する高度な技術と豊富な実績を有
する（財）道路保全技術センターの橋梁部門を移管し発足した
組織であり、道路橋に係わる調査・管理業務の高度な知識・技
術・情報と豊富な経験を有する唯一の公益法人である。本業務
が、橋梁点検調査の診断結果を把握し、工事発注時の条件整
理など営利を目的としない公平中立の立場のものが判定を行
う必要があり、本業務を履行できるのは、（財）海洋架橋・橋梁
調査会の他にはない。以上の理由により、本業務を遂行できる
唯一の法人である（財）海洋架橋・橋梁調査会と随意契約を行
うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

5437 （財）道路環境研究所
道路交通環境対策に関する調
査・研究業務（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年11月14日 15,750,000

業務の遂行に当たっては、①各種の道路環境訴訟における自
動車の騒音及び排気ガスと健康被害の因果関係に関する裁判
所の判断の内容及びその後の行政の取組について熟知し、②
自動車交通と大気質の相互関係などを考慮して行政的視野に
立った交通環境政策の検討を加えるための高度な技術と経験
が必要とされる。 （財）道路環境研究所は、良好な道路環境を
確保するための諸方策を総合的、科学的に調査研究すること
等により、道路交通の健全な発展に貢献し、もって国民経済の
発展と国民生活の向上に寄与することを目的として設立された
法人である。当該法人は、道路環境と沿道住民の健康影響の
調査・研究を通じて、道路環境政策についての知識と実績、高
度な技術を保有するとともに、平成５年から道路環境に関する
調査・研究業務を実施し、道路環境訴訟及びその後の道路行
政の取組についても通じており、この分野における行政的な立
場からの豊富な経験・知見を有する唯一の法人であり、本業務
を処理し得るのは当該法人のみである。よって、本業務を当該
法人に随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5438 （財）道路保全技術センター
平成１７年度シールド工事等に
伴う道路占用許可条件検討業
務（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年1月25日 7,350,000

道路占用許可物件を埋設する際にシールド工事等の非開削工
法により施行する事例が近年増加している。それに伴い、施工
済区間付近において埋設工事完了数年後に路面が陥没する
事故事例も増加傾向にある。道路占用工事については、占用
者の責任の元に監督を行っており、施工中及び施工後の道路
管理者として必要な監督・指示に関するスキームが確立してい
ない状況である。このような状況を踏まえ、本業務は、学識経
験者、占用者及び道路管理者を交え、委員会形式でシールド
工事等の道路占用許可条件及び監督・指示に関するスキーム
を検討し、今後の道路行政に寄与することを目的としている。
（財）道路保全技術センターは、道路交通及び道路保全に関す
る情報を組織的に収集・蓄積し、それらの情報を活用して、道
路保全技術の向上を目指すため設立された公益法人である。
当法人は、道路の維持管理に関する高度な技術と専門的な知
識を持ち、本業務に必要な陥没事故等のデータを有し、また、
行政的経験の豊富な技術者及び技術力を有する唯一の法人
である。以上のことから、本業務を遂行し得る唯一の法人であ
る（財）道路保全技術センターと随意契約するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5439 （財）道路保全技術センター
平成１７年度日常管理水準の設
定に関する検討業務（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年2月3日 8,820,000

　道路ストックの増加及び道路構造物の老朽化等により、維持
管理費用やその更新にかかる費用の増加は不可避である。し
かし、近年の公共事業関係予算は減少傾向にあり、道路関係
事業費も同様に厳しい状況である。
　本業務は、日常管理費用や日常管理水準の現状を調査し、
日常管理費用の分析および管理水準の設定に関する検討を
行うものである。また、各地方整備局における日常管理水準
（頻度）を調査したうえで、管内各事務所単位で過去５年間程度
の道路清掃、街路樹剪定、除草及び道路巡回に関しての日常
管理費用の実績を分析し、当初計画との隔たりの有無につい
て分析を行い、日常管理費用の縮減に関する他機関の取り組
みについてもとりまとめるものである。
　　（財）道路保全技術センタ－は、道路交通及び道路保全に
関する情報を組織的に収集・蓄積し、それらの情報を活用し
て、道路維持管理等を含む道路保全技術の向上を目指すため
設立された公益法人である。
   当法人は、これまでにも近畿地整管内各事務所における道
路の維持管理に関する平成１７年度道路維持管理調査検討業
務等を実施するなど、本業務に必要な道路の維持管理に関す
る業務の実績とデータを保有し、行政的経験豊かな技術者及
び技術力を保有している唯一の法人である。
以上により、本業務を遂行し得る唯一の法人である財団法人
道路保全技術センターと随意契約を行うものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5440 （財）道路保全技術センター
平成１７年度橋梁等のライフサイ
クルコストに関する検討業務（一
式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年2月24日 9,450,000

　道路ストックの増加と構造物の老朽化等により、維持管理費
用やその架替え等に要する費用の増加は不可避である。しか
し、近年の公共事業関係予算は減少傾向にあり、道路事業費
も同様に厳しい状況である。
　本業務は、道路管理をとりまく現状や道路管理の考え方を調
査する中で、橋梁の管理手法のあり方について、その地理的
条件及び自然条件等並びに既存文献や資料等をもとに、諸外
国との地理的条件の差や地震、台風、豪雨、降雪などの自然
災害が道路管理に及ぼす影響などを道路管理の概念として整
理し、今後大幅に維持管理費が必要となる橋梁について、その
補修履歴データを収集・整理することにより現状の管理状況を
把握し、鋼橋とコンクリート橋とのライフスタイルコストの分析を
行い、橋梁の管理手法あり方をとりまとめるものである。
　（財）道路保全技術センタ－は、道路交通及び道路保全に関
する情報を組織的に収集・蓄積し、それらの情報を活用して、
道路維持管理等を含む道路保全技術の向上を目指すため設
立された公益法人である。
  当法人は、これまでにも近畿地整管内各事務所において平成
１７年度道路維持管理調査検討業等を実施するなど、本業務
に必要な道路橋梁の維持管理に関する業務の実績とデータを
有し、行政的経験の豊富な技術者及び技術力を有する唯一の
法人であり、本業務を履行できるのは、財団法人道路保全技
術センター以外にない。
以上のことから、本業務を遂行できる唯一の法人である（財）道
路保全技術センターと随意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5441 （財）道路保全技術センター
平成１７年度道路維持管理マネ
ジメント手法検討業務（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年2月27日 7,980,000

　本業務は、道路を維持管理するにあたり、現有するあらゆる
道路施設に関するデーターを基に、近畿地方整備局管内の道
路の維持管理におけるマネジメント手法及び有効な評価手法
を検討することを目的とするものである。
　その内容は、道路管理水準に関する事項（日常管理、構造物
関連（点検、補修計画等））について、事務所毎の現状を調査
し、近畿全体の水準について整理することにより、道路管理に
おける課題（管理瑕疵事故、意見・要望等）について分析を行
い、その結果をとりまとめるものである。
　（財）道路保全技術センタ－は、道路交通及び道路保全に関
する情報を組織的に収集・蓄積し、それらの情報を活用して、
道路維持管理等を含む道路保全技術の向上を目指すため設
立された公益法人である。
   当法人は、道路の維持管理に関する高度な技術と専門的な
知識を持ち、これまでにも近畿地整管内各事務所において、平
成１７年度道路維持管理調査検討業務等を実施するなど、本
業務に必要な行政的経験の豊富な技術者及び技術力を持つ
唯一の法人である。
以上のことから、本業務を遂行し得る唯一の法人である財団法
人道路保全技術センターと随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5442 （社）国際建設技術協会
平成１７年度道路建設のコスト
比較検討業務（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年1月10日 20,475,000

本業務は、今後の道路整備にあたり、コストを縮減し、事業を
効率的に進めるため、内外の道路建設コストを調査、比較する
ことにより、より効果的な道路整備のコスト縮減施策を検討す
るための基礎資料を得ることを目的とするものである。
　本業務を遂行するに当たっては、道路事業に関する幅広い調
査及び分析業務の経験を有し、海外の道路事業に関する知見
を有するとともに、海外の公的機関との堅固な情報ネットワーク
を有していることが必要である。
　（社）国際建設技術協会は海外における建設技術に関する調
査及び研究を行い、もって海外における国土開発に協力するこ
とを事業目的とした公益法人であり、海外の建設分野全般の調
査及び研究に関して、業務能力を有する唯一の公益法人であ
る。
　同協会は、これまでに「道路建設における内外価格差調査」
（平成６年度）、「海外の道路整備に関する調査業務」（平成１４
年度）、「土木工事における建設コストの内外価格差調査業務」
（平成１５年度）等、先進諸国の道路整備に関する調査を数多く
受託しており優れた実績を上げている。
　よって、本業務の履行にあたって、円滑且つ的確な執行能力
を有する法人は（社）国際建設技術協会以外にない。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

5443 （社）雪センター
平成１７年度雪寒対策情報広報
検討業務（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年2月23日 4,935,000

　近畿地方整備局管内の積雪寒冷地域においては、積雪は日
常生活や社会経済活動に大きな障害となり、また、地域産業の
発展や住民生活に大きな影響を与え、道路交通においても、道
路路面の積雪や凍結、圧雪は、交通事故や交通渋滞を起こし
ている。昭和３１年に「積雪寒冷特別地域における道路交通の
確保に関する特別措置法」が制定されてから約５０年が経ち、
その間、「雪害対策事業」は、冬期の道路交通の安定と産業の
振興を図ることを目的に実施されてきている。また、近年、少子
高齢化や過疎化など社会状況の変化に伴い、当事業も新たな
諸課題が生じてきている。本業務は、当事業の現状や今後の
展開についてわかりやすく紹介する広報内容を検討し、道路や
雪に関するイベントを通じ、当事業をわかりやすく啓発すること
を目的としてる。（社）雪センターは、従来の雪害対策を超えた
雪問題への総合的な取り組みを図るためには、国・県・市町村
等の行政部門だけでなく、地域住民・企業・団体がそれぞれの
役割と責任を自覚し、相互に緊密な連携を図ることが必要であ
り、そのために、組織体制の整備が強く求められており、当法
人は、この要請に応えるため、官学民協力して、雪に関する諸
問題に取り組み活力ある雪国づくりをめざす核として、地域振
興と国民生活の向上に寄与することを目的として設立されたも
のである。当法人は、これまでにも、平成１７年度雪寒地域にお
ける排水性舗装の性能検討業務等を実施するなど、本業務に
必要な、「雪害対策事業」に関する総合的な調査、研究及び技
術開発並びに情報の収集及び提供を行っており、本業務に必
要な能力を有するのは、（社）雪センターをおいて他にはない。
以上の理由により、本業務を遂行できる唯一の法人である
（社）雪センターと随意契約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）
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緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5444 （財）道路管理センター
道路占用許可電子申請システム
サーバ更新検証等業務（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年2月15日 4,882,500

本システムは、平成１２年度より運用し、運用開始から５年を経
過したことから、平成１８年度下期に保管サーバの更新を予定
している。保管サーバの更新に際して、ＤＢＭＳ（DataBase
Management System）の更新が不可欠であり、サーバ更新時
のデータ移行によるシステム停止を回避するため、本業務にお
いてサーバ更新の検証を実施するものである。また、運用開始
後、約５年間が経過し、利用件数も増加していることから、利用
者（占用者及び道路管理者）の利用効果の測定を実施し、もっ
て更なる道路占用許可申請の電子化の推進の基礎資料を作
成するものである。（財）道路管理センターは、「道路占用物件
を管理するシステムの開発、運用等を行うことにより、道路交
通の安全と円滑その他道路管理の向上を図り、もって、交通の
発達と国民生活の向上に寄与する。」ことを目的に設立されて
いる。上記法人は、道路占用許認可事務全般に精通するととも
に、当該システムの開発に携わり、かつ、当該システムの運用
支援業務を受託しており、専門分野に精通した人材を確保して
おり、本業務を迅速かつ的確に履行し得る唯一の法人である。
よって、上記法人と随意契約するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他のもの －

5445 （財）道路新産業開発機構
VICSシステムの改良
（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年10月7日 98,227,500

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

その他のもの －

5446
（財）日本デジタル道路地図
協会

平成１７年度デジタル道路地図
データベース更新作業
（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年12月7日 47,250,000

「デジタル道路地図データベース」は、官民の取り決めに基づき
双方の負担により作成・更新されており、その著作権を有して
いる唯一の財団であるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

5447 （財）道路保全技術センター
岐阜・滋賀県境周辺の冬期交通
に関する会議運営業務（一式）

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年11月17日 1,995,000

　本業務は、「岐阜・滋賀県境周辺の冬期交通確保に関する対
策連絡会」の会議開催にあたり、資料収集・会議資料作成、及
び会議の運営等を行うものである。
　（財）道路保全技術センターは、道路交通及び道路保全に関
する情報を組織的に収集・蓄積し、システムを開発し、それらの
情報を活用して、道路保全技術の向上を目指して設立された
公益法人である。
   本業務は、「岐阜・滋賀県境周辺の冬期交通確保に関する
連絡会」において、雪寒対策に関して近畿地整、中部地整の各
関係機関との資料収集・連絡調整等実施し、会議資料をとりま
とめ、会議の運営を行うものであるが、有能な人材の確保かつ
責任ある業務の遂行が必要とされるものである。
　上記財団法人は同連絡会の設立主旨を熟知し、本連絡会に
関する業務を多年に亘り実施し、対策指針を作成した実績があ
り、適正・的確に行われている。
　従って、当該業務を遂行するのに十分な能力を有するもの
は、（財）道路保全技術センター以外にないため随意契約する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）
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5448 （財）道路保全技術センター
８号野洲地区振動調査業務（一
式）

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年7月15日 2,205,000

　本業務を遂行するには、環境問題に豊富な知識と高度な技
術及び経験を有すると共に公平性・中立性が必須である。
　財団法人道路技術保全センターは、建設事業にかかる豊富
な経験と習熟した技術により建設行政の補完的役割を果たし、
建設行政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人
である。
　上記法人は、環境調査に精通した技術者を多く保有し、類似
業務の実績も多数保有しており数々の知見と公正な判断能力
を有している。
　また、本調査にあたっては、直接民家の中で振動測定を行う
必要から、個人のプライバシーの保護の観点からも同法人以
外にはないことから、財団法人道路保全技術センターと随意契
約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5449 （財）道路保全技術センター 湖西道路管理検討業務（一式）
安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年7月28日 5,880,000

  本業務の遂行にあたっては、　道路行政に関して豊富な知識
と経験を有していることが不可欠である。
  財団法人道路技術保全センターは、建設事業に係る豊富な
経験と習塾した技術により道路管理のあり方の検討等を数多く
実施して建設行政の補完的な役割を果たし、地域社会の発展
に寄与することを目的に設立された公益法人である。
  また、同法人は、道路行政に精通した技術者を多く保有しそ
の経験や実績が数多くあることで公正・適格な判断能力を有し
ている。
  従って、本業務を適切に遂行できるのは上記法人以外にない
ことから、財団法人道路保全技術センターと随意契約を行うも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5450 （財）道路保全技術センター 道路情報管理業務（一式）
安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年4月1日 61,320,000

　本業務を実施するには、道路管理の高度化、及び道路情報
システムに熟知し、道路情報加工処理、道路交通及び道路保
全技術に関する高度な知識と経験が必要である。
　財団法人道路保全技術センターは、道路交通及び道路保全
技術に関する情報を組織的に収集・蓄積し、それらの情報を活
用して道路保全技術の向上を目指すとともに安全で円滑且つ
快適な道路交通の確保に貢献するために設立さけた営利を目
的としない公益法人である。
　当法人は、道路情報管理の業務実績を多数有し、有能な人
材を有し、責任ある業務の遂行実績がある。
　このように当該業務を遂行するのに十分な能力を有するもの
は財団法人道路保全技術センター以外に無いため当センター
と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5451 （財）道路保全技術センター
平成１７年度滋賀国道管内道路
施設管理支援業務（一式）

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年4月1日 64,365,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠である。（会計法
第２９条の３第４項）

その他のもの －
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5452 （財）道路保全技術センター
１６１号マキノ地区道路防災マッ
プ作成業務（一式）

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年12月27日 14,490,000

  本業務は全国的に実施される「降雨時通行規制の緩和のた
めの技術検討調査」の一環として実施するものであり、国道１６
１号高島市マキノ町野口地区の事前通行規制区間における各
斜面の災害要因について、道路防災総点検の評価結果、対策
の実施状況等の現況をとりまとめのうえ、現時点における各斜
面の面的評価を実施し、その結果を図表にとりまとめるもので
ある。
  財団法人道路保全技術センターは道路保全の技術に関する
調査・研究・技術開発・システム開発整備、技術の指導および
情報の収集・整理・提供を行うことにより、効率的かつ合理的な
保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢
献し、国民生活の向上に寄与することを目的として設立された
公益法人である。
  本業務の遂行には道路防災総点検に代表される斜面の安定
度評価技術、全国の道路防災対策事例、斜面防災対策の効
果，事前通行規制の規制基準緩和の可否など、道路防災に係
る総合的な情報収集・分析能力が不可欠であり、既往研究成
果を豊富に有していることが必要である。また、本業務は当該
区間内における各斜面の道路防災総点検結果、既設対策工
の状況、過去の災害に関するデータ等、道路防災管理に関す
る行政情報を取り扱う必要があるため、中立的な判断の出来る
公益法人に委託して実施することが妥当であると考えられる。
   上記法人は平成８・９年度の道路防災総点検の実施要領の
作成・点検結果のデータベース化を行うとともに、全国で事前
通行規制の解除・規制基準緩和の検討を実施しており，道路
防災に係るハード・ソフト両面での、豊富な知見と技術力を有し
ている。
 　以上のような理由により、当該業務を遂行できる者は財団法
人道路保全技術センターのみであると判断できるため、当法人
と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5453 （財）日本気象協会
冬期気象予測及び路温調査業
務（一式）

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年11月16日 17,010,000

  本業務は、冬期における雪害対策業務の円滑化を図るため
に、滋賀国道事務所管内の時間帯別天候、降雪、気温等の気
象予測データを得ること及び管内の道路管理をより効率よく運
営するための冬期気象予測を行うものである。また、今後の効
率的管理のため路温測定を行うものである。
　本業務を実施するには、天気・気温・降雪深・凍結の高度で
正確な情報の提供が行えることと道路管理に必要な豊富な気
象情報と気象情報システムを構築するためのノウハウが必要
である。
（財）日本気象協会は、気象予測にかかる豊富な経験と習熟し
た技術により、気象に関する事業をはかり、もって公共の福祉
に寄与することを目的に設立された気象庁の外郭団体（公益法
人）であり、その業務内容は、大気環境アセスメント調査、気象
知識や防災思想の普及宣伝、気象関係の調査・研究、テレビ・
ラジオの気象解析通報の業務、新聞天気図・気象情報電話の
原稿作成等多岐に亘っている。当法人は冬期気象予測に必要
な気象調査業務及び道路気象情報システム作成の業務実績
をもち、有能な人材を有し、責任ある業務の遂行実績がある。
このように当該業務を遂行するのに十分な能力を有するものは
財団法人日本気象協会以外に無いため当協会と随意契約す
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
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5454 （財）海洋架橋・橋梁調査会
１６１号沢高架橋補修検討業務
（一式）

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年5月30日 13,965,000

　本業務は、橋梁の橋種や径間割り、選定された伸縮装置自
体に起因する特殊な問題であることから橋梁に関する専門知
識や橋梁ドクターの意見が必要になり、今年度においても昨年
度に引き続いて計測結果の詳細な解析やその結果に対する改
修案の提案や評価、振動対策の検討を実施するものである。
財団法人海洋架橋・橋梁調査会は橋梁に関する技術、経済、
環境その他の問題についての調査研究、知識の普及等を行
い、橋梁事業の円滑な発展を図ることによって国民経済の発展
と国民生活の向上に寄与することを目的として設立された公益
法人である。当該法人はこれまでの各種業務において橋梁に
関する高度な技術と専門的な判断ができる学識経験者との強
いつながりを保持しており、業務に必要な資料及び技術力を蓄
積している唯一の団体であるとともに、橋梁事業に関する行政
的経験豊かな技術者及び技術力を保有している。また、昨年
度の業務内容を把握、熟知していることが不可欠である。以上
のような理由から当該業務を遂行できる者は財団法人海洋架
橋・橋梁調査会のみであるため、当法人と随意契約を行うもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

5455 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度米原ＢＰ８工区軟弱
地盤対策業務（一式）

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年5月18日 3,465,000

　上記、社団法人日本建設機械化協会施工技術総合研究所
は、建設事業の施工技術に関する試験研究を実施することに
より、技術の向上並びに建設事業の合理化を図り、もって我が
国の経済の発展に寄与することを目的として設立された公益法
人であり、学術的調査研究を目的とする試験研究法人である。
　その事業内容は、施工技術に関する調査・試験・研究・開発
を始め、技術指導、資材試験など、多岐にわたっており、十分
な実績を持っている。
　本業務は、工法を検討・抽出し、提案された工法に基づく解析
の為、継続して動態観測を行うものであり、豊富な経験と習熟
した技術により総合的に判断する必要がある。
　米原ＢＰ８工区（入江地区）において平成１４年度から試験盛
土の動態観測として、沈下計をはじめとした各種の計測機器の
継続測定を実施し、測定値の整理も行ってきた。平成１６年度
では、その測定成果から地盤特性の解析及び軟弱地盤対策工
の検討を実施したところである。本業務は測定を実施し、その
成果を平成１６年度に実施した上記の解析及び検討に併せて
その妥当性の確認を実施するものである。
　以上のことから、本業務については、同一手法による測定を
実施し、測定成果等の比較検討をする必要があることから、前
年度実施した（社）日本建設機械化協会施工技術総合研究所
以外にない。
　よって、上記研究所と随意契約を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

(H19年度以降一部総
合評価等による一般
競争に移行、一部企

画競争を実施）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5456 （財）道路空間高度化機構
旧街道活用道路整備検討業務
（一式）

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成18年2月13日 4,462,500

　本業務は、滋賀国道事務所管内の歴史的に重要な旧街道を
対象に、歴史文化資源の活用方策、情報提供の方策等を検討
し、道路利用者の利便性向上のみならず沿線の市町村の地域
連携や地域振興の支援を目的に、平成１６年度の調査検討結
果を踏まえ、具体的な課題として挙げられていたサイン整備の
方向性及び今後の展開方策について意見聴取を行い、次年度
以降の事業展開に向けた基本的な考え方としてとりまとめを行
うものである。
　上記法人は、平成１４年度から平成１６年度まで「旧街道を活
用した道路整備計画検討業務」を実施し、既存の旧街道ストッ
クの整理、道路利用形態などを把握し、道路交通と地域特性に
適した効率的・効果的な道路空間整備に精通し、平成１６年度
においては、「旧街道を活用した道路整備に関する勉強会 とり
まとめ（案）」を作成するなど、本業務の検討趣旨、沿道地域の
状況、関係自治体などに熟知している。
平成１７年度は、昨年度業務において具体的な課題として挙げ
られたサイン整備の方向性及び今後の展開方策について、昨
年度開催された勉強会を継続して実施することより、次年度以
降の事業展開に向けた基本的な考え方としてとりまとめを行う
ものであり、過年度の業務内容を充分に把握しないことには、
適切に遂行することは不可能である。
　財団法人道路空間高度化機構は、「道路空間高度化事業に
関する調査研究、技術の開発等道路空間高度化事業の推進
に資する事業を行うことにより、道路の整備及びこれと併せた
良好な市街地形成並びに安全・円滑な交通の確保を図るととも
に、活力ある地域社会の創生等に貢献し、もって国民生活の向
上に寄与する」ことを目的として設立されている。
また、上記法人は、これまでに歴史国道や歴史の道（街道）を
対象とした周辺空間整備計画検討や標識等道路空間のデザイ
ンを行うなど数多くの検討業務を実施しており、道路空間に関
する調査・研究に関する豊富な知識と経験を有している。
以上のことから、本業務を適切に遂行することができるのは、
財団法人道路空間高度化機構以外にないことから、同法人と
随意契約をするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

5457 （財）道路保全技術センター
平成１７年度９号五条大宮拡幅
舗装騒音測定業務（一式）

丹羽克彦　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年9月16日 1,627,500

　本業務は、性能規定により発注した五条大宮拡幅事業の舗
装工事について、１年後の性能評価を行うため、舗装路面騒音
測定車を用いて騒音測定し、性能評価委員会の審議資料を作
成、委員会の運営を行い評価するものである。
  上記法人は、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に
関する事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図
り、もって、道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向
上に寄与することを目的に設立された公益法人である。その業
務内容は、道路保全の技術に関する調査研究業務のほか、舗
装に関する調査研究、建設技術審査・証明など様々な調査研
究を実施しており、舗装路面騒音測定車を使用した舗装評価
委員会の委員及び事務局員を努めるなど、舗装技術に関する
経験豊かな技術者及び技術力を有している。
  上記法人は、近畿地方整備局による性能規定発注方式の価
審査機関(H12.5.22付け指定)として指定されている唯一の機関
であるため、同種業務を一貫して実施しており、舗装路面騒音
測定車の取り扱いについても精通している。
   よって、本業務を遂行するに十分な知識・経験を有する者は
上記法人以外になく、随意契約を行うものである。(会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）
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5458 （財）道路保全技術センター
平成１７年度路上工事縮減検討
業務(一式）

丹羽克彦　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年7月27日 4,200,000

  財団法人道路保全技術センターは、道路交通及び道路保全
技術に関する情報を組織的に収集・蓄積し、それらの情報を活
用して道路保全技術の向上を目指して設立された公益法人で
ある。
  本業務は、路上工事の実態分析及び縮減効果の評価検証を
行うものであり、本業務の背景及び目的を充分把握した上での
作業が必要である。
  上記財団法人は、路上工事の工期短縮方法や工事に起因す
る渋滞の緩和方法について、従来から調査・研究を行ってお
り、路上工事縮減対策に向けた情報に精通している。
  あわせて、協議会構成メンバーである京都府警・京都府・京
都市等の行政機関との調整協議を行っていく必要があることか
ら、本業務を遂行できるのは上記財団法人をおいて他にない。
  よって、道路保全技術センターと随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

5459 （財）道路保全技術センター
平成１７年度情報ボックス等管
理システム整備業務(一式）

丹羽克彦　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年11月29日 35,910,000

本業務は、既存台帳等の保有資料の調査確認、調査計画書
の作成及びハンドホール調査等の現地調査資料を使用した登
録用データの作成と「情報ボックス・電線共同溝等管理システ
ム」へのデータ登録を実施するものである。
財団法人　道路保全技術センターは、「道路保全の技術に関す
る調査研究、開発等に関する事業を行い、効率的かつ合理的
な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に
貢献し、国民生活の向上に寄与する。」ことを目的として設立さ
れた公益法人であり、道路保全の技術に関する調査研究及び
開発に関する調査研究業務のほか、電線共同溝等地下埋設
物に関わる調査研究、建設技術の技術審査・証明など様々な
調査研究を実施している。
当法人は、これまでに「情報ボックス・電線共同溝等管理システ
ム」の開発業務を行っており、本管理システムに関して精通し
てい るとともに、登録データ作成・登録作業等を効率的・効果
的に実施できる体制が整っている。
以上の理由により、財団法人　道路保全技術センターが本業
務を遂行し得る唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４
項）

その他のもの
18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

5460 （財）道路保全技術センター
平成１７年度京都国道道路施設
管理支援業務（一式）

東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年4月1日 55,755,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠である。（会計法
第２９条の３第４項）

その他のもの －



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量
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5461 （財）道路保全技術センター
平成１７年度道路情報管理業務
（一式）

東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年4月1日 53,235,000

  本業務は、京都国道事務所の情報室において円滑な道路管
理に必要な各種の情報を収集するとともに、道路利用者に情
報提供を行い、対外機関との連絡調整等を行うもので、経験と
特殊な技術が要求されるものである。
　上記業者の(財)道路保全技術センターは、道路交通及び道
路保全に関する情報を組織的に収集・蓄積し調査研究を進め
るとともに、道路保全に詳しい技術者の官民における不足にも
対処し、道路保全の効率化を図る観点から官民が協力して設
立されたものである。
　また、本業務の内容にも精通しているとともに、経験豊富な指
導者及び人員を有し、京都国道においても十分実績を有する
者は（財）道路保全技術センター以外他にはない。
　したがって、上記業者と随意契約を行うものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5462 （財）道路管理センター
平成１７年度道路・占用物件管
理情報処理業務（一式）

東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年4月1日 6,279,000

　当該法人は、道路・占用物件に関する各種情報をＧＩＳ技術を
利用して総合的に管理・提供する「道路管理システム」を開発
し、その著作権を有しているため。
　また、各地整等は、当該法人と道路管理システムの利用に関
する協定を締結しており、その協定に基づき契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

5463 （財）道路空間高度化機構
平成１７年度京都国道管内沿道
整備検討業務（一式）

丹羽克彦　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年10月25日 13,125,000

　本業務では、道路とその沿道の建築物等の一体的整備につ
いての検討を行うため、関係諸法令の熟知、関係機関の基礎
資料蓄積、専門的な知識と豊富な経験を有していること、都心
部の沿道環境問題に関する取り組み状況に精通していること
が必要である。　　　また、沿道法適用検討にあたっては、関係
機関との調整が必要であり、行政的な判断が必要である。
　（財）道路空間高度化機構は、沿道環境整備に関する諸法令
に基づく検討、研究を行っており、高い専門的見識を組織的に
有する公益法人であり、全国的に幅広い知見を有している。特
に、騒音対策の計画検討や道路空間と一体で行う沿道整備に
ついて先行的に取り組んでいる東京都区内や阪神地域の国道
４３号沿道地区計画の作成についても精通している。
　以上より、本業務の履行に必要な能力を有している唯一の公
益法人である（財）道路空間高度化機構と随意契約を行うもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

5464 （財）日本気象協会
平成１７年度冬期気象予測業務
（一式）

丹羽克彦　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年11月30日 5,985,000

（財）日本気象協会は、本予測業務の主要地点である１号東山
及び国道９号老ノ坂、観音地域での過去からの情報データー
の蓄積が有り、豊富な経験と 新の技術に基づき、的確な局
部的気象予測が可能である。また、当事務所管理区間周辺の
各道路管理機関が（財）日本気象協会から気象情報を収集して
いるので地域内での整合がとれた情報の収集提供ができる。
よって、冬期間の的確な気象予測を行えるのは（財）日本気象
協会しかない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
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5465 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度鋼道路橋の耐久性
等評価検討業務（一式 ）

丹羽克彦　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年12月13日 20,160,000

 （財）海洋架橋・橋梁調査会は、「平成１６年度鋼道路橋の耐
久性等評価検討業務｣を実施し、旧１号御幸橋の架け替えに伴
い撤去するこになった既設鋼道路橋を試験フィールドとして、疲
労試験・解析検討及び計測作業等を実施し各種解析データー
及び計測データーの収集を行った。平成１７年度業務は、平成
１６年度に実施した試験により得た各種データー値をＦＥＭによ
るシミュレーション解析を行い、解析結果を整理・分析すること
で、鋼床版の耐久性評価資料を作成するものである。よって、
平成１６年度実施業務で得た各種データー値の内容に精通し
ているのは、当財団法人しか無く、シミュレーション解析を効率
的・効果的に解析を行う事が出来ることから、(財）海洋架橋・橋
梁と随意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

5466 （財）駐車場整備推進機構
平成１７年度ＤＳＲＣを活用したＩ
ＴＳシステム検討業務
（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年9月28日 159,075,000

　　本業務は、駐車場利用者の利便性向上をはかるため、ＩＴＳ
車載器（ＥＴＣ車載器）を利用しスムーズな料金収受、身体障害
者を考慮した駐車場活用、地域情報提供等を可能とするため、
ＤＳＲＣ（Ｄedicated ＳhortＲangeication：狭域通信）を活用して、
桜橋駐車場における既存の「駐車場管理システム」（以下既存
ｼｽﾃﾑという）改良の検討・設計・実施及び社会実験、広報等を
行うものである。本業務の履行にあたっては、駐車場利用者の
便益を確保しつつ実施する必要があることから、既存システム
及び駐車場運営を熟知していることが不可欠である。財団法人
駐車場整備推進機構は、本業務の社会実験を行う「桜橋駐車
場」において既存システムを利用しての駐車場運営をおこなっ
ており、システム改良・社会実験及び広報等を実施できる唯一
の法人である。本業務を的確に履行するための要件に応えら
れる唯一のものとして、財団法人駐車場整備推進機構と随意
契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

5467 （財）道路保全技術センター
平成１７年度路上工事縮減対策
調査検討業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月28日 16,905,000

本業務は、道路上の工事において、交通規制や沿道利用の規
制等に起因する道路利用者からの苦情に対して、路上工事縮
減のための計画目標及び目標達成に向けての具体的施策に
ついて、路上工事縮減の基本となる縮減行動計画（案）の策定
に向け、検討を行う業務である。（財）道路保全技術センター
は、道路交通及び道路保全技術に関する情報を組織的に収
集・蓄積し、それらの情報を活用して道路保全技術の向上を目
指して設立された公益法人である。本業務は、路上工事データ
ベースを活用して路上工事の実態分析及び縮減目標設定・評
価手法の検討と重点施策の策定・重点施策の実施を行うもの
であり、業務の背景及び目的を十分把握した上での作業が必
要となる。上記法人は、これまでも近畿地整の委託で路上工事
データベースシステムの構築を行っており、路上工事縮減対策
に向けた情報に精通している。また、本システムは上記法人が
著作人格権を保持している。本業務は、路上工事データベース
を基に工事件数・規制件数・時期・場所・内容等の集計・分析を
行い路上工事縮減に向けた施策の策定を実施するものであ
り、本業務を遂行できるのは上記財団法人をおいて他にない。
よって、（財）道路保全技術センターと随意契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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（円）
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5468 （財）道路保全技術センター
４３号他車道透水性舗装追跡調
査検討業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年5月25日 18,690,000

　（財）道路保全技術センターは、道路交通及び道路保全技術
に関する情報を組織的に収集・蓄積し、それらの情報を活用し
て道路保全技術を向上させることを目的として設立された公益
法人である。上記法人は、独立行政法人土木研究所が策定し
た「車道透水性試験舗装マニュアル（素案）の検討と現場対応
マニュアル（素案）」の取りまとめを行っており、素案に基づくマ
ニュアルの確定版を作成する為、全国的にモデル工事を定め
て調査を行うこととしている。当該法人は、これらの業務の為
に、車道透水性試験施工における舗装断面、調査項目等、調
査方法を検討している。従って、現地技術指導、調査等、本業
務を遂行するのに十分な知識・経験を有するものは、上記財団
法人以外になく、随意契約するものである。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5469 （財）道路保全技術センター
平成１７年度道路現況写真デー
タ更新業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年8月29日 19,530,000

本業務は、道路現況の確認等、道路管理業務の効率化を目的
に大阪国道事務所に導入し、現在運用中のイメージマップシス
テム（道路現況写真システム）の道路現況映像を撮影しデータ
更新を行うと共に、システムのバージョンアップを行う業務であ
る。同システムは、道路現況を撮影した連続写真と道路地図
（路線図、道路台帳附図）を連動表示することで、路線図や距
離標・地点名称等から任意の地点の道路現況映像が容易に検
索できるほか、道路管理データベース「ＭＩＣＨＩ」に連動させて、
道路関係業務を総合的に支援するシステムである。本業務の
実施にあたっては、「イメージマップシステム」及び「ＭＩＣＨＩ」の
データベース構造及びソフトウェアの構造等について熟知して
いる必要がある。（財）道路保全技術センターは、道路補電技
術に関する情報を組織的に収集・蓄積し、それらの情報を活用
して道路保全技術の向上を目指して設立された公益法人であ
り、「イメージマップシステム」及び「ＭＩＣＨＩ」のシステム開発者
で、システム内容を熟知し、契お建豊富な指導者・技術者を有
しており、本業務を実施できるものは上記財団法人をおいて他
にない。よって、（財）道路保全技術センターと随意契約するも
のである（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

5470 （財）道路保全技術センター
平成１７年度情報ボックス等管
理システム整備業務（一式 ）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年9月21日 11,160,000

本業務は、情報ボックス、電線共同溝などの地下埋設物の施
設管理台帳類を電子化、システム化することにより管理の円滑
化および統一化を進めるものであり、既存台帳等の保有資料
の調査確認、調査計画書の作成及びハンドホール調査等の現
地調査資料を使用した登録用データの作成と「情報ボックス・
電線共同溝等管理システム」へのデータ登録を実施するもので
ある。本業務の実施にあたっては、道路維持管理業務に精通
し、かつ電線共同溝や情報ボックスなど地下埋設物に関する十
分な知識を有しているとともに「情報ボックス・電線共同溝等管
理システム」を熟知している必要がある。（財）道路保全技術セ
ンターは、道路の管理及び道路保全の技術に関する調査研究
及び開発に関する調査研究のほか、電線共同溝等地下埋設
物に係わる調査研究、建設技術の技術審査・証明など様々な
調査研究を実施している。また、当法人は、これまでに情報
ボックス整備指針等作成と併せ、「情報ボックス・電線共同溝等
管理システム」を開発しており、同システムの運用管理を目的
とした本業務を実施できるのは、上記財団法人をおいて他にな
い。よって、（財）道路保全技術センターと随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
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5471 （財）道路保全技術センター
次世代電線共同溝整備計画手
法検討その他業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年10月6日 24,465,000

   本業務は、平成１６年度からスタートした第５期電線共同溝
整備計画において、通称次世代型と言われるソフト地中化・浅
層埋設型について整備手法の検討を行い、設計マニュアル案
を作成するものである。また、国道１号線城東関目電線共同溝
工事区間の歩道において、実施した「平成１６年度次世代電線
共同溝マニュアル案作成その他業務」の成果を基に、引き続き
学生・地域住民の参画による歩道デザイン検討及び京阪電鉄
の桁下制限緩和の検討を行うものである。本業務の実施にあ
たっては、電線共同溝についての整備手法・構造・設計につい
て精通し、豊富な知識・技術・経験が必要である。また、歩道デ
ザイン検討等については、過年度検討された複数のデザイン
構想について、今後の維持管理等も考慮した実施可能な案の
絞り込み・検討を学生・地域住民との調整を図りながら行うもの
であり、過年度設計思想を熟知していること及び学生・地域住
民との協議・調整に精通している必要があると共に、中立性・
公平性を有する者に契約の相手方が特定される業務である。
財団法人道路保全技術センターは、「道路の保全に関する調
査研究、開発等に関する事業を行い、効率的かつ合理的な保
全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し
国民生活に寄与する。」ことを目的として設立された公益法人
である。同法人は、これまで電線共同溝管路材試験実験マニュ
アル案や第５期検討について十分な実績を有している。また、
歩道デザイン検討及び桁下制限緩和について「平成１６年度次
世代電線共同溝マニュアル案作成その他業務」を実施してお
り、設計思想及び、学生・地域住民との協議状況を熟知してい
ると共に中立性・公平性を有している。本業務の遂行に必要な
上記条件を満たし、的確且つ円滑に遂行できるものは、上記法
人以外にないことから、財団法人道路保全技術センターと随意
契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

5472 （財）道路保全技術センター
平成１７年度道路施設管理支援
業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月1日 43,995,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠である。（会計法
第２９条の３第４項）

その他のもの －

5473 （財）道路保全技術センター
平成１７年度道路情報管理業務
（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月1日 60,270,000

本業務は、円滑な道路管理及び道路情報提供に関する情報収
集・処理・提供を行う業務である。本業務は、大阪国道事務所
の情報室において円滑な道路管理に必要な各種の情報を収集
するとともに、道路利用者に情報提供を行い、対外機関との連
絡調整等を行うもので、経験と特殊な技術が要求されるもので
ある。上記業者は、道路交通及び道路保全に関する情報を組
織的に収集・蓄積し調査研究を進めるとともに、道路保全に詳
しい技術者の官民における不足にも対処し、道路保全の効率
化を図る観点から官民が協力して設立されたものである。ま
た、本業務の内容にも精通しているとともに、経験豊富な指導
者及び人員を有し、大阪国道においても十分実績を有する者
は（財）道路保全技術センター以外他にない。したがって、上記
業者と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）
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5474 （財）道路管理センター
平成１７年度道路・占用物件管
理情報処理業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月1日 8,746,500

　当該法人は、道路・占用物件に関する各種情報をＧＩＳ技術を
利用して総合的に管理・提供する「道路管理システム」を開発
し、その著作権を有しているため。
　また、各地整等は、当該法人と道路管理システムの利用に関
する協定を締結しており、その協定に基づき契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

5475 （財）日本気象協会
平成１７年度大阪国道管内気象
情報提供業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月1日 7,140,000

本業務は、大阪国道管内の道路管理に万全を期するため、管
内の気象情報の提供を受けるものである。（財）日本気象協会
関西支社は、気象観測、調査、解析、シュミレーション、情報配
信、予報提供、気象解説などに関する情報を組織的に収集・解
析蓄積し、豊富な経験と調査研究で培った技術を情報提供に
生かし、気象知識の普及および情報システムの構築等、総合
的な気象コンサルティングを目指して設立された公益法人であ
る。本業務を実施するには、地域の気象特性を把握した経験
豊富な地元の専任気象予報士が予報を担当し、制度の高い予
報提供、的確な臨時予測等、地形・気象に精通していることが
必要である。本業務を実施できるのは、気象に関する豊富な経
験と 新の技術を保有している同財団法人をおいて他にない。
よって、（財）日本気象協会関西支社と随意契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

5476
（財）大阪湾ベイエリア開発推
進機構

平成１７年度御堂筋プロジェクト
マネジメント業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月1日 55,387,500

　　本業務は、平成１５年度に「明日の御堂筋」委員会がとりま
とめた提言「御堂筋再生プラン」及び各種団体の提案を踏ま
え、御堂筋の活性化に向けた各種プロジェクトについてマネジ
メントを行うものである。御堂筋におけるプロジェクトは、御堂筋
の再生のみならず、広く近畿圏の再生も視野に入れた上での
推進が必要である。そのため、本業務の実施にあたっては、地
域再生に関する幅広い知識を有し、かつ、御堂筋のみならず大
阪市周辺地域の開発計画等の状況・動向等を熟知した技術者
が必要である。（財）大阪湾ベイエリア開発推進機構は、近畿
圏の活性化を先導する大阪湾岸地域に関する一体的利用を推
進するため、新たな高次機能の集積、快適な生活空間の形成
等、大阪湾岸地域の総合的開発整備に関する調査研究、企画
立案、合意形成の促進、広域的共同取組の促進等を行い、
もって多極分散型国土の形成に寄与することを目的として設立
された法人である。同法人は、御堂筋を含む大阪湾岸地域に
おける活性化方策の検討や大規模委員会の運営等に関して
多数の実績を有しており、本業務の遂行に必要な上記条件を
満たす唯一の法人である。従って、本業務の実施にあたり（財）
大阪湾ベイエリア開発推進機構と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －
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5477 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度４３号橋梁維持管
理計画検討業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年5月26日 30,030,000

一般国道４３号の内、中開橋、木津川橋から辰巳橋に至るア
セットマネジメントの試行結果をふまえて、４３号管内前線のラ
イフサイクルコストを 小とする効率的な維持管理方法の検討
を行うものである。本業務の実施に当たっては、橋梁に対する
高度な技術的知識、維持管理業務全般に対する広い知見を必
要とする。（財）海洋架橋・橋梁調査会は、橋梁架橋その他橋
梁に関する技術、経済、環境その他の問題について調査研
究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることに
よって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目
的に、（財）海洋架橋調査会と（財）道路保全技術センターの橋
梁部門を合併させて設立された公益法人であり、在職する技術
集団は、橋梁及び道路管理の技術に関する豊富な経験と知識
を有している。当該法人の前身である（財）道路保全技術セン
ターの橋梁部門は、従来より「４３号橋梁の維持補修計画検討
業務」を行っており、平成１６年度においても４３号の橋梁のア
セットマネジメントについて委員会形式で実施してきており、過
年度業務に引き続き実施する業務を遂行できるのは当該財団
法人をおいて他にない。よって、（財）海洋架橋・橋梁調査会と
随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

5478 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度大阪国道管内ＡＳＲ
調査検討業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年6月2日 7,140,000

本業務は、アルカリ骨材反応により損傷を受けた一般国道２６
号堺高架橋における経年的な変化を把握するためにモニタリン
グ調査を行うものである。本業務の実施に当たっては、橋梁に
対する高度な技術的知識、維持管理業務全般に対する広い知
見を必要とするとともに、建設事業にかかる技術全般に精通し
ていることに加え、現場調査を行うに当たり、橋脚の現状を熟
知していることが求められる。（財）海洋架橋・橋梁調査会は、
橋梁架橋その他橋梁に関する技術、経済、環境その他の問題
について調査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な
発展を図ることによって国民経済の発展と国民生活の向上に
寄与することを目的に、（財）海洋架橋調査会と（財）道路保全
技術センターの橋梁部門を合併させて設立された公益法人で
あり、在職する技術集団は、橋梁及び道路管理の技術に関す
る豊富な経験と知識を有している。当該法人の前身である（財）
道路保全技術センターの橋梁部門は、平成３年度から当事務
所管内の橋梁においてアルカリ骨材反応対策検討業務を実施
しており、管内の橋梁の詳細データに精通しているとともに、橋
梁に関する技術者及び実績を有している。本業務を遂行できる
のは当該財団法人をおいて他にない。よって、（財）海洋架橋・
橋梁調査会と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

5479 （財）道路新産業開発機構
平成１７年度大阪府地域ＩＴＳ推
進検討業務
（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年8月3日 35,490,000

本業務は、平成１６年度業務において策定された「大阪府地域Ｉ
ＴＳマスタープラン」等に基づき実用可能な道路ＩＴＳメニューの
検討を行い、その実施を推進していくものである。本業務は平
成１６年度策定の「大阪地域マスタープラン」等を発展させるも
のであることから、既に実施された業務の履行にあたり参照し
た情報、履行の経緯を詳細に熟知していることが必要である。
（財）道路新産業開発機構は、ＩＴＳ等道路に関する新しい産業
分野に関する調査、研究開発を行い、政策・行政的判断が求
められる業務の経験を充分に有するとともに、道路ＩＴＳに係る
知識に精通した優秀な研究員を豊富に擁しており、また平成１
６年度業務において「大阪地域マスタープラン」策定等に伴う情
報、履行の経緯を詳細に熟知している。同法人は本業務の遂
行に必要な条件を満たす知識、経験を有し、本業務を履行でき
る唯一の法人である。したがって、本業務の実施にあたり、
（財）道路新産業開発機構と随意契約するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他のもの －



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）
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5480 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度新桜宮橋工事誌作
成その他業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年8月5日 22,470,000

本業務の実施に当たっては、橋梁構造検討、シビックデザイン
等橋梁技術に関する高度な技術及び技術的総合判断を必要と
する。また、橋梁照明計画検討及び橋梁歩道部設計について
は、平成１６年度業務成果報告に基づき「新桜宮橋デザイン検
討委員会」メンバーの意見を聴取しながら検討を行う継続業務
である。（財）海洋架橋・橋梁調査会は、橋梁架橋その他橋梁
に関する技術、経済、環境その他の問題について調査研究、
知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることによっ
て国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的と
して平成１６年４月に（財）海洋架橋調査会と（財）道路保全技
術センターの橋梁部門を合併させて設立された組織であり、道
路橋に係る調査・管理業務の高度な知識・技術・情報と豊富な
経験を有する唯一の公益法人である。また、平成１６年度新桜
宮橋橋梁附属物検討その他業務を実施し、設計思想及びデザ
イン検討委員との協議状況を熟知している。本業務を的確に履
行できるための要件に応えられる唯一の者として、（財）海洋架
橋・橋梁調査会と随意契約するものである。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

5481 （財）道路空間高度化機構
平成１７年度大阪国道事務所管
内沿道整備検討業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年10月19日 9,765,000

大阪国道事務所管内の環境基準を上回る道路交通騒音が発
生している区間のうち、道路構造対策のみでは環境基準の達
成が難しい区間について、沿道環境の改善に向け、沿道法の
活用について検討を行う必要がある。沿道法の活用を検討す
るにあたっては、沿道法の制度を自治体や一般市民に正しく理
解してもらう必要があることから、本業務では、自治体職員等を
対象とした勉強会の実施、一般市民を対象とした広報資料の
作成等を行うものである。本業務を遂行するためには、沿道
法、道路法、都市計画法、建築基準法など諸法令に熟知し、か
つ沿道環境に関する豊富な業務経験をもつ技術者が必要であ
る。（財）道路空間高度化機構は、道路と建物等との立体的整
備、道路とその沿道の建物等の一体的整備などの道路空間高
度化事業を推進するため、調査研究、技術開発などを行うこと
により、道路の整備、これと併せた良好な市街地形成、安全・
円滑な交通の確保を図るとともに、活力ある地域社会の創世
等に貢献し、もって国民生活の向上に寄与することを目的に設
立されたものである。同財団法人は、全国で沿道法に関する業
務を多数受注した経験があり沿道法など、諸法令に熟知した技
術者が豊富である。よって、本業務を適切に履行できるのは、
（財）道路空間高度化機構の他になく、随意契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量
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5482 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度鋼製橋脚角部疲労
損傷点検結果検討業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年10月28日 4,600,000

　　本業務は、国道１号守口高架橋における鋼製橋脚隅角部
の損傷についてＦＥＭ解析及び詳細検討を行い「鋼製橋脚隅角
部疲労損傷点検結果検討委員会」において学識経験者等の判
断を仰ぎながら確認及び方針等の報告を取りまとめるものであ
る。（財）海洋架橋・橋梁調査会は、橋梁架橋等、橋梁に関する
技術、経済環境、その他の問題についての調査研究や知識の
普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることによって国民
経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的として設
立された公益法人である。上記法人は、橋梁及び道路管理の
技術に関する豊富な経験と知識を有すると共に、管内の橋梁
の詳細データに精通している。また、本検討内容について指導
をうける「鋼製橋脚隅角部疲労損傷点検結果検討委員会」の
事務局を行っており、同委員会との調整が円滑に行える体制に
ある。本業務を的確に履行するための要件に応えられる唯一
のものとして、（財）海洋架橋・橋梁調査会と随意契約を行うも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

5483 八千代エンジニアリング（株）
平成１７年度環境常時観測局保
守管理等業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月1日 63,913,500

本業務は、大阪国道事務所管内に設置されている常時観測局
１２局のうち７局について、保守管理、測定データとりまとめ、及
び当事務所に設置しているデータ管理システムを利用したイン
ターネットによるデータ公開（データ入出力作業・データ検証作
業）を実施するものである。本業務は、標準プロポーザル方式
によるものであり、提出４社の技術提案書について建設コンサ
ルタント選定委員会において総合的に評価した結果、上記業者
に特定されたので、随意契約を行うものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他のもの －
プロポーザ
ル方式

5484 （財）道路保全技術センター
平成１７年度浪速国道管内道路
施設管理支援業務（一式）

前田陽一　浪速国道事務所　枚
方市南中振３－２－３

平成17年8月3日 1,365,000

　上記の法人は、道路交通及び道路保全の技術に関する情報
を組織的に収集・蓄積し、それらの情報を活用して道路保全技
術の向上を目指して設立された公益法人である。
　本業務を実施するには、道路管理データベースシステムに関
する開発・改良・検討等の業務実績を多数有し、システム内容
を熟知していることが必要である。
　本業務を実施できるのはMICHIの基幹システム等の開発者で
あり、システム内容を熟知している上記法人をおいて他にな
い。よって、上記法人と随意契約するものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他のもの
18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

5485 （財）道路保全技術センター
平成１７年度第二京阪道路廃棄
物処理検討業務（一式）

前田陽一　浪速国道事務所　枚
方市南中振３－２－３

平成17年6月1日 28,770,000

　本業務は廃棄物の処理にあたり、道路工事の施工に際して
諸法律を遵守し安全且つ適切に処理する為方策の検討を行
い、委員会を開催して処理方策をまとめ、適切に運用基準をま
とめるものである。
　上記法人は、道路分野における技術提案等の作成に学識経
験者を委任し委員会等を開催して検討課題をとりまとめ種々の
運用基準（ﾏﾆｭｱﾙ）の作成をおこなっており、運用基準作成に
関する業務においても近畿地整管内で十分な実績を有してい
る。
　上記法人は、この業務に関して精通した経験豊富な指導者や
人員を有しており、唯一的確な業務の遂行ができる公益法人で
ある。
　よって、上記法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）
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5486 （財）道路空間高度化機構
平成１７年度第二京阪道路田辺
ＰＡ一体的整備検討業務（一式）

前田陽一　浪速国道事務所　枚
方市南中振３－２－３

平成17年7月13日 8,841,000

（財）道路空間高度化機構は、道路と建築物等との立体的整
備、道路とその沿道の建築物等の一体的整備、道路空間等を
活用した交通結節等の整備、道路空間のバリアフリー化、その
他の道路空間の有効かつ高度な利用を図るための事業（道路
空間高度化事業）の推進を図ることを目的に設立された公益法
人である。
　その業務内容は、道路空間高度化事業に関する業務、道路
空間高度化事業と併せて行われる市街地の設備に関する業務
及び調査研究、道路空間高度化事業の事業化に関する基礎
的な研究及び技術開発、道路空間高度化事業に関する情報収
集・提供・図書等の敢行及び研究・講演会等の開催などに多岐
に亘っており、国、公団等から豊富な受注実績があり十分な経
験と高度な技術力を持っている。
　特に、本業務で実施する「ＰＡの一体的整備の検討」には「道
路と建物等との立体的整備」及び「道路とその沿道の建築物等
の一体的整備」などにおいて、立体道路制度を熟知し、 新の
専門的な知見を生かし、高度な判断を実施する必要があること
から、本業務を遂行することができる唯一の法人であるため、
（財）道路空間高度化機構と随意契約するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他のもの －

5487 （財）道路環境研究所
道路環境調査整理検討業務（一
式）

前田陽一　浪速国道事務所　枚
方市南中振３－２－３

平成17年8月4日 9,765,000

本業務の遂行にあたっては、道路環境の改善・保全対策に関
する高度の技術を有し、関係機関の情報をとりまとめる行政的
視野と環境関係法令等の解釈・運用について専門的な知識と
経験が不可欠である。
　（財）道路環境研究所は、地球環境及び自然環境と調和し、
生活環境と両立する良好な道路環境を確保するために必要な
諸方策を総合的・科学的に調査・研究することを目的に設立さ
れた公益法人である。
　同法人は、「道路環境影響評価要覧」、「道路環境影響評価
の技術手法」等を刊行するなど、各地方整備局等が道路環境
を検討する上での、関連する基準等の解説や技術指針の取り
まとめを行っており、環境保全対策に関する幅広い知見や高度
な技術、行政的視野と環境関係法令等の解釈・運用について
専門的な知識と経験を有しており、本業務の遂行に必要な知
識、技術、経験を併せ持つ唯一の法人である。したがって、本
業務の遂行にあたり（財）道路環境研究所と随意契約を行うも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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5488 八千代エンジニアリング（株）
清滝道路他設計関係現場技術
業務（一式）

前田陽一　浪速国道事務所　枚
方市南中振３－２－３

平成17年4月1日 13,755,000

　本業務は、清滝生駒道路他の円滑な事業推進の為に、継続
性・高度な技術・専門的な知見及び豊富な現場技術業務の経
験が不可欠である。
　平成１６年度に於いて「清滝道路他現場技術業務」はプロ
ポーザル方式により技術提案書を提出させ建設コンサルタント
委員会において評価された結果、当該業者が「技術職員の経
験及び能力」、「業務の理解度」、「業務実施の実現性」及び「業
務実施の独創性」において総合的に他社より優れていたので
特定されたものである。
　なお、技術提案書提出要請書には、「次年度以降引き続き実
施する場合がある。」と記載されている。
　当該者は、現場技術業務に関する豊富な経験と技術力を有
している。また、当事務所が継続して進めている事業において
密接に関係する、平成１６年度「清滝道路他現場技術業務」を
実施し、高度な技術・豊富な経験等を生かし優れた業務内容で
あることから、業務内容に精通した豊富な経験を有している。
　よって、事業推進のため継続的に実施する、本業務を誠実か
つ的確に履行できる当該業者と随意契約を締結するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －
プロポーザ
ル方式

5489 （財）道路保全技術センター
平成１７年度兵庫国道管内情報
ＢＯＸ等管理システム整備業務
（一式）

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年12月2日 12,495,000

　本業務は、情報ＢＯＸ、電線共同溝などの地下埋設物の施設
管理台帳類を電子化、システム化することにより管理の円滑化
及び統一化を進めるものであり、既存台帳等の保有資料の調
査確認、調査計画書の作成及びハンドホール調査等の現地調
査資料を使用した登録用データの作成と「情報ＢＯＸ・電線共同
溝等管理システム」へのデータ登録を実施するものである。
　 本業務を実施するにあたっては、道路維持管理に関する専
門知識と道路行政に精通し、かつ電線共同溝や情報ＢＯＸなど
地下埋設物に関する十分な知識を有していることが求められ
る。
　（財）道路保全技術センターは、「道路保全の技術に関する調
査研究、開発等に関する事業を行い、効率的かつ合理的な保
全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献
し、国民生活の向上に寄与する」ことを目的として設立された公
益法人であり、道路保全の技術に関する調査研究及び開発に
関する調査研究業務のほか、電線共同溝等地下埋設物に関
わる調査研究、建設技術の技術審査・証明など様々な調査研
究を実施している。
　当法人は、これまでに情報ＢＯＸ整備指針等作成、共同溝管
理手法検討業務などの要領制定に関する業務を実施、さらに
「情報ＢＯＸ等管理手法検討等業務」において、「情報ＢＯＸ・電
線共同溝等管理システム」の開発業務を行っており、管理シス
テムに関して精通しているとともに効率的、効果的に業務を実
施できる体制が整っている。
  以上の理由により、（財）道路保全技術センターが本業務を遂
行し得る唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

5490 （財）道路保全技術センター
平成１７年度兵庫管内道路施設
管理支援業務（一式）

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年4月19日 50,820,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠である。（会計法
第２９条の３第４項）

その他のもの －



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）
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5491 （財）道路保全技術センター
平成１７年度道路情報管理業務
（一式）

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年4月1日 53,235,000

本業務は、兵庫国道事務所の管理する一般国道に関する道路
の状況、交通の状況及び気象状況等に関する情報を収集管理
し、道路情報板や情報ラジオを通じて道路利用者へ情報提供
を行うとともに、道路情報システム機器の運用操作・監視を行
い、道路情報のデータ管理を一元的に行う。また夜間 ・休日等
に道路維持作業の必要が生じた場合は、維持作業業者に出動
の連絡を行うものである。
　本業務を実施するには、道路管理の高度化及び道路情報シ
ステムに熟知し、又、道路情報加工処理・道路交通及び道路保
全技術に関する高度な知識と行政的な判断経験が必要であ
る。
財団法人道路保全技術センターは、道路交通及び道路保全技
術に関する情報を収集・蓄積し、それらの情報を活用して道路
保全技術の向上を目指すとともに、安全で円滑かつ快適な道
路交通の確保に貢献するために設立された、営利を目的としな
い公益法人である。
その業務内容は、道路保全の技術に関する調査研究業務等
多岐に亘っており、道路情報管理に関する経験豊かな技術者
及び技術力を有している。
また同法人は、管内において道路情報管理に関する同種業務
の実績も多く、本業務実施に必要な経験、知識・体制を有して
いる唯一の法人である。
よって行政の補完として本業務を適切かつ円滑に遂行できる
同法人と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5492 （財）道路管理センター
平成１７年度道路・占用物件管
理情報処理業務（一式）

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年4月1日 5,428,500

　当該法人は、道路・占用物件に関する各種情報をＧＩＳ技術を
利用して総合的に管理・提供する「道路管理システム」を開発
し、その著作権を有しているため。
　また、各地整等は、当該法人と道路管理システムの利用に関
する協定を締結しており、その協定に基づき契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

5493 （財）海洋架橋・橋梁調査会
２号浜手バイパス高架橋鋼製橋
脚補修検討業務（一式）

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年7月8日 50,568,000

本業務は、兵庫国道管内浜手バイパス高架橋の震災復旧時に
おける鋼製橋脚のあて板補修に対して、道路橋示方書に照ら
した検証および必要な補修の検討を行うもので、学識経験者を
含めた検討会を設置し、損傷点検結果等に基づき、損傷判定、
詳細調査、補修・補強案について審議するものである。本業務
の実施にあたっては、建設事業にかかる技術全般に精通して
いることに加え、橋脚の補修検討にあたり鋼製橋脚疲労損傷
原因の解明が未解決であるため、学識経験者を含めた検討会
を設置して課題の解決が求められる業務である。（財）海洋架
橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経
済、環境その他の問題についての調査研究、知識の普及等を
行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることによって国民経済の発
達と国民生活の向上に寄与することを目的として平成１６年４
月に設立された公益法人であり、在職する技術者集団は、橋
梁の技術に関する豊富な経験と知織を有している。当該法人
は道路橋の保全に関する高度な技術と豊富な実績を有する
（財）道路保全センターの橋梁部門を平成１６年度に移管し発
足した組織であることから、道路橋に関わる調査・管理業務の
高度な知識・技術・情報と豊富な経験を有し、学術経験者の理
論・研究とを融合して課題解決を図ることが出来る唯一の法人
である。以上の理由より、当該法人と随意契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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契約を締結した日
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（円）
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5494 （財）日本気象協会
平成１７年度兵庫国道管内冬期
気象予測業務（一式）

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年11月25日 6,615,000

　本業務は、兵庫国道事務所管内の国道２号、２８号、４３号、
１７５号、１７６号の冬期における円滑な交通確保を目的に雪害
対策等を効率的、効果的に実施するため、気象庁及び気象台
が発表する予報を基に日々の局地予測情報を得ることを目的
とするものである。本業務は、安全で円滑な交通確保に資する
ため冬期の局地的な予測を日々行うものであり、その予測情報
は、日々の道路管理業務に直結するため、的確で高度の信頼
性が要求される。特に信頼性については安全な交通の確保と
合わせて、道路管理に要する経費削減にも大きく寄与するもの
である。（財）日本気象協会は、道路、港湾、空港などの建設計
画のための気象観測調査、道路の局地風や視程障害に関す
る解析調査、気象情報の提供及び観測技術の指導等を主な目
的に設立された公益法人である。当法人が行う冬期の局地的
な予測は、近畿管内において過年度から実績があり、また、本
四連絡橋の気象解析、関西国際空港の気象調査・解析等の実
績も有している。さらに、上記以外にも全国的に種々の調査研
究に取り組み、高度な技術に精通し、的確な判断ができる熟練
した技術者を多数有している。冬期の道路管理における安全で
円滑な交通の確保は、信頼性の高い気象予測情報が不可欠
であるため、唯一局地予測の実績と高度な信頼性を持つ、当
法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

5495 小田急建設（株）
春日和田山道路田井縄法面工
事（一式）

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成18年2月17日 55,545,000

春日和田山道路田井縄地区において切土法面に大規模な亀
裂を発見した。当該部は本線に面した法面で、平成１８年度の
供用目標区間内であり、被害が拡大しないよう緊急に対処する
必要がある。本工事は、田井縄地区における地滑り箇所の法
面対策を動態観測をしながら施工するものであるが、その実施
にあたっては、二次災害を未然に防止し、かつ安全性の確保を
図ることが重要である。また、今回の施工箇所は前回工事で施
工済みの法面対策工箇所に隣接した箇所であり、施工時に悪
影響を与える恐れがあり、施工業者が異なるとかし担保責任の
範囲が不明確になる等、前回工事と密接不可分な関係にある
ため、一貫した施工が技術的に必要とされるものである。した
がって、同地区で動態観測を行いながら法面対策工事を実施
した経験を持ち、地形・地質等現場の状況に精通している前工
事の施工業者である小田急建設（株）以外では履行出来ない。
よって上記業者と随意契約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他のもの －

5496 （財）道路保全技術センター
平成１７年度国道２号バイパス
維持管理マニュアル運用業務
（一式）

若林伸幸　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年7月15日 4,410,000

相手方の業務遂行能力　　（財）道路保全技術センターは、道
路保全の技術に関する調査研究、開発等に関する事業を行
い、道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄
与することを目的に設立された公益法人である。その業務内容
は、道路保全の技術に関する調査研究としては、橋梁補修点
検、トンネル補修などの要綱・マニュアルの作成・委員会の運
営をはじめ、事前通行規制区間の再検討についても実績があ
り、点検・補修・防災技術に関する技術力を有している。
　相手方以外に当該業務を行わせることがきわめて困難である
ことマニュアルの運用に伴う課題の評価・検討にあたっては、
当事務所との綿密な連携により一体となって業務を遂行するこ
とが重要であり、道路管理に関する幅広い知識が必要である。
同センターは道路の管理を行う際に発生する、防災や補修計
画に対処した実績も多く、高度な行政判断を伴う業務を実施し
ており、（財）道路保全技術センターと随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）
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5497 （財）道路保全技術センター
平成１７年度情報ボックス等管
理システム整備業務（一式）

井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年10月14日 7,350,000

　　本業務は、道路管理にとって重要な施設である情報ボック
スを適切に設置、管理されていることを点検確認にるとともに管
理データを登録する業務であり、現地における管理状況を十分
に把握しながら業務を遂行する必要がある。このような業務を
実施することができる者は、これまでに情報ボックス整備指針
等作成、共同溝管理手法検討業務などの要領制定に関する業
務を実施、さらに「情報ボックス等管理手法検討等業務」におい
て、「情報ボックス・電線共同溝等管理システム」の開発業務を
行ってきた当法人以外ない。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

5498 （財）道路保全技術センター
平成１７年度姫路管内道路施設
管理支援業務（一式）

若林伸幸　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年4月1日 25,410,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠である。（会計法
第２９条の３第４項）

その他のもの －

5499 （財）道路保全技術センター
平成１７年度道路情報管理業務
（一式）

若林伸幸　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年4月1日 53,235,000

　（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調
査研究、開発等に関する事業を行い、効率的かつ合理的な保
全技術の向上を図り、もって、道路交通の安全と円滑化に貢献
し、国民生活の向上に寄与することを目的に設立された公益法
人である。その業務内容は、道路保全の技術に関する調査及
び開発、システムの整備、技術の指導及び業務の受託、情報
収集整理など多岐にわたっており、当事務所でも実績があり、
情報管理に関する経験豊かな技術者及び技術力を有してい
る。　　　　    本業務は、行政にかかる対外的な業務であり、当
事務所職員と緊密な連携を図りつつ、一体的に業務を執行す
る必要があり、豊富な行政経験に基づく知識と対応が強く求め
られる。同法人は、道路交通に関する情報を組織的に収集・蓄
積・活用する技術力を持ち、それらに関する経験豊富な人材を
多数有し、行政面からの対応が可能な唯一の法人である。よっ
て、効率的かつ円滑な業務の実施が図れることから同法人と
随意契約を行うものである。　　（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5500 （財）日本気象協会
平成１７年度道路気象予測業務
（一式）

若林伸幸　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年4月1日 8,295,000

　各路線ごとの特性をふまえた管理区域に現れる降雨予測、
冬期の降雪、凍結などの気象現象を道路管理者が予見するこ
とは困難であり、その予測に当たっては２号、２９号の地形や過
去の気象状況を熟知している必要がある。同法人は気象庁及
び気象台が発表する各種情報の収集、過年度資料の蓄積・解
析や当該路線の地形にも精通しており道路管理者ができない
気象を予測し、道路行政を補完できる唯一の公益法人である。
よって、効率的かつ円滑な災害対策を迅速、的確に実施が図
れることから同法人と随意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5501 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度ＡＳＲ対策検討委員
会運営業務（一式）

若林伸幸　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年5月19日 55,492,500

①業務内容
　本業務は、アルカリ骨材反応（ＡＳＲ）が認められた橋梁等に
おいて、進行抑制のための補修・補強方法などについて対策
検討委員会、並びにワーキング会議を開催し、一連の総合的
な維持管理システムとしてとりまとめを行うものである。
また、委員会等において検討する課題に必要な調査・試験・工
法について基礎データを収集する。
②相手方の業務執行能力
　（財）海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関
する技術、経済、環境その他の問題についての調査研究を目
的として、道路橋の保全に関する高度な技術と豊富な実績を有
する（財）道路保全技術センターの橋梁部門を平成１６年度に
移管して設立された公益法人であり、橋梁の技術に関する豊
富な経験と知識を有している。
③相手方以外に当該業務を行わせることが極めて困難である
こと
　調査会は、管内の橋梁においてＡＳＲ対策に関する調査・検
討業務等を実施しており、その詳細データに精通している唯一
の機関であるとともに、過年度においては、行政の補完業務で
あるＡＳＲ対策検討委員会（近畿地整）の運営を行っており、Ａ
ＳＲ橋梁に関わる対策検討を行ううえでの高度な知識・技術・情
報と、豊富な経験を有しているものである。
よって（財）海洋架橋・橋梁調査会と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

5502 （財）道路保全技術センター
平成１７年度道路情報管理業務
（一式）

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年4月1日 16,590,000

 ①業務内容：本業務を実施するには、道路管理の高度化及び
道路情報システムに熟知し、道路情報加工処理、道路交通及
び道路保全技術に関する高度な知識と経験が必要である。
 ②相手方の業務執行能力： 財団法人道路保全技術センター
は、道路交通及び道路保全技術に関する情報を組織的に集
約・蓄積し、それらの情報を活用して道路保全技術の向上を目
指すとともに安全で円滑かつ快適な道路交通の確保に貢献す
るために設立された営利を目的としない公益法人である。
③相手方以外に当該業務を行わせることがきわめて困難であ
ること： 道路情報の管理を的確かつ適切に行うためには、道路
災害時等における行 政機関との連絡、市民の対応等行政的
な判断経験を有することが求められ、 民間コンサルタントにな
い専門的かつ豊富な経験を有しているのは上記財団法人道路
保全技術センターにおいて他にない。
よって、上記財団法人道路保全技術センターと随意契約するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5503 （財）道路保全技術センター
平成１７年度福井管内道路施設
管理支援業務（一式）

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年4月1日 13,755,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠である。（会計法
第２９条の３第４項）

その他のもの
18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5504 （財）道路保全技術センター
冬期道路情報・共有システム運
用適正化検討業務
（一式）

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年8月2日 19,740,000

　本業務は、ＩＴＳ技術を活用した道路情報システムの構築と各
道路管理者並び公安委員会との情報共有化を行うことによっ
てスムーズな意志決定支援を行うとともに、冬期における交通
の実態や気象条件、道路利用者等のニーズを把握し、効果的
な情報提供を行うという、高度な技術力と専門的な判断を必要
とするものである。
　（財）道路保全技術センターは「道路保全の技術に関する調
査研究、開発等に関する事業を行い、効率的かつ合理的な保
全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献
し、国民生活の向上に寄与する」ことを目的として設立された公
益法人である。同センターは、道路管理者である各機関におけ
る冬期の交通対策検討等に関する業務実績があり各種調査等
を通じてのデータの蓄積や技術力を有している唯一の法人で
ある。
　以上の理由により（財）道路保全技術センターと随意契約をす
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5505 （財）道路保全技術センター
平成１７年度福井・滋賀県境周
辺冬期交通検討業務
（一式）

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年9月16日 6,142,500

　(財)道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査
研究、技術開発、システム開発整備、技術の指導及び情報の
収集・整理・提供を行うことにより、効率的かつ合理的な保全技
術の向上を図り､もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国
民生活の向上に寄与することを目的として設立された公益法人
である。
　本業務では、国土交通省・公安委員会・県・道路公団により構
成される「連絡会」を適切に運営する必要がある。そうした機関
間の調整を図ることの他、防災・災害復旧に関する計画立案・
実施運営等、道路管理に関して発生する多種多様な課題に適
切に対処できることが条件であり、(財)道路保全技術センター
は、そうした業務の実績を有している、唯一の業者である。
　よって、(財)道路保全技術センターと随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5506 （財）道路保全技術センター
国道８号杉津地区道路陥没調
査検討業務（一式）

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年10月31日 7,644,000

　(財)道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査
研究、技術開発、システム開発整備、技術の指導及び情報の
収集・整理・提供を行うことにより、効率的かつ合理的な保全技
術の向上を図り､もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国
民生活の向上に寄与することを目的として設立された公益法人
である。
　本業務は、路面探査後に防災ドクターによる現地診断を行う
ことから、防災事業に関する計画立案・実施運営等、道路管理
に関して発生する多種多様な課題に適切に対処できることが
条件となる。(財)道路保全技術センターはそうした業務の実績
を有している、唯一の業者である。
　よって、(財)道路保全技術センターと随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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5507 （財）道路保全技術センター
情報ボックス等管理システム
データ登録業務（一式）

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年10月31日 8,085,000

本業務を実施するにあたっては、道路維持管理に関する専門
知識と道路行政に精通し、かつ電線共同溝や情報ボックスなど
地下埋設物に関する十分な知識を有していることが求められ
る。
（財）道路保全技術センターは、「道路保全の技術に関する調
査研究、開発等に関する事業を行い、効率的かつ合理的な保
全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献
し、国民生活の向上に寄与する」ことを目的として設立された公
益法人であり、道路保全の技術に関する調査研究及び開発に
関する調査研究業務のほか、電線共同溝等地下埋設物に関
わる調査研究、建設技術の技術審査・証明など様々な調査研
究を実施している。
当法人は、これまでに情報ボックス整備指針等作成、共同溝管
理手法検討業務などの要領制定に関する業務を実施、さらに
「情報ボックス等管理手法検討等業務」において、「情報ボック
ス・電線共同溝等管理システム」の開発業務を行っており、管
理システムに関して精通しているとともに効率的、効果的に業
務を実施できる体制が整っており専門的かつ豊富な経験を有
しているのは上記財団法人道路保全技術センターにおいて他
にない。
 よって、上記（財）道路保全技術センターと随意契約するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

5508 （財）道路保全技術センター
平成１７年度管内事前通行規制
区間検討業務（一式）

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年10月31日 1,524,600

　(財)道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査
研究、技術開発、システム開発整備、技術の指導及び情報の
収集・整理・提供を行うことにより、効率的かつ合理的な保全技
術の向上を図り､もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国
民生活の向上に寄与することを目的として設立された公益法人
である。
　本業務は、事前通行規制区間の解除若しくは雨量基準の緩
和の為に発足させる学識経験者を含めた「事前通行規制区間
検討委員会」に向けた基礎調査であることから、委員会の目的
に則した的確性が必要となる。そうした官・学にまたがる調整の
他、防災事業に関する計画立案・実施運営等、道路管理に関し
て発生する多種多様な課題に適切に対処できることが条件で
あり、(財)道路保全技術センターはそうした業務の実績を有して
いる、唯一の業者である。
  よって、(財)道路保全技術センターと随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5509 （財）道路空間高度化機構
平成１７年敦賀市街部道路空間
検討業務（一式）

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年9月16日 13,125,000

本業務は、国道８号敦賀パイパス供用にともなう現道とバイパ
スの利用状況の把握を基に、バイパス全通後の国道８号現道
区間の将来的な位置付けと、まちづくりや地域活性化等に寄与
するための道路空間の再構築について検討し、関係機関との
連絡調整や協議運営を実施する。
関係機関との連絡調整や協議運営は、行政行為の補助にあた
り、業務の遂行にあたっては、関係法令の熟知や関係機関の
基礎資料の蓄積などはもとより、行政や住民などの意見をとり
まとめる行政的視野、道路空間の高度利用といった専門的知
識など、豊富な知識と経験が必要である。
（財）道路空間高度化機構は、道路空間等を活用した交通結節
点等の整備、道路空間のバリアフリー化その他道路空間の有
効かつ高度な利用を図るための事業（道路空間高度化事業）を
推進するため、道路空間高度化事業に関する調査研究、技術
の開発等道路空間高度化事業の推進に資する事業を行うこと
により、道路の整備及びこれと併せた良好な市街地形成並び
に安全・円滑な交通の確保を図るとともに、活力ある地域社会
の創生等に貢献し、もって国民生活の向上に寄与することを目
的として設立された公益法人である。
また、行政事業の補完的役割としての高度な業務執行能力と
いう点で行政の補助業務に従事する人員を適切に配置するこ
とができ、国土交通省各地方整備局において数多くの調査・検
討業務を手がけるなど、全国的な業務の掌握や幅広い知見を
有し、高い専門的見識を組織的に有している。
したがって、本業務を遂行するために必要な条件を満たすこと
ができるのは、上記法人以外にないことから、（財）道路空間高
度化機構と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他のもの －

5510 （財）日本気象協会
平成１７年度道路情報提供業務
（一式）

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年4月1日 8,368,500

 （財）日本気象協会は、気象観測・気象調査業務、気象情報・
気象予測情報サービス、気象業務の普及を目的として設立さ
れた気象庁所管の公益法人である。本業務は、福井河川国道
事務所及び各国道維持出張所に 新の気象情報・予測テレ
メーター情報等を提供するため、気象庁所管の気象データー
のオンラインサービスシステムに、福井河川国道事務所内で集
信したテレメーターデータを道路気象情報管理システムを使用
して取り込み、それらのデーターを日本気象協会が独自に開発
した気象予測システム・降雪予測システム等を活用し、一元化
した情報として各担当者に情報を配信しているものである。現
在、福井河川国道事務所所有の道路気象情報管理システムと
連携した各予測システムを保有するのは、当協会において他
にない。また、平成７年度の気象業務法改正により、予測業務
においては気象予報士による予測が義務づけられており、北
陸地方において多数の気象予報士を有している唯一の組織で
あるため、上記協会と随意契約するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5511 （財）日本気象協会
平成１７年度冬期間の気象解析
業務（一式）

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年11月17日 7,875,000

 (財)日本気象協会は、気象観測・気象調査業務、気象情報・気
象予測情報サービス、気象業務の普及を目的として設立され
た気象庁所管の公益法人である。 本業務は、福井河川国道事
務所の冬期間における気象予測について、詳細な予報及び解
析を行うものであり、また気象庁所管の気象データーのオンラ
インサービスとテレメーターデーターをも道路気象情報管理シ
ステムに取込み一元化した情報としている。降雪量、気温等気
象解析を行うに当たっては、気象予報士の点検が義務づけら
れており、北陸地方において多数の気象予報士の有資格者を
有している唯一の組織であり、当該業務を履行できる団体は他
には無い。
このことから上記業者と随意契約するものである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

5512 （財）海洋架橋・橋梁調査会
８号福井大橋支承損傷調査検
討業務（一式）

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年12月15日 1,470,000

　（財）海洋架橋・橋梁調査会は、「海洋架橋その他橋梁に関す
る技術、経済、環境、その他の問題について調査研究、知識の
普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることによって、国
民の経済発展と国民生活の向上に寄与する。」ことを目的とし
て設立された公益法人である。本業務は、近畿地方整備局「橋
梁ドクター連絡会」の現地診断を実施することから、橋梁保全
に関する計画立案・実施運営等、橋梁一般に関して発生する
多種多様な課題に適切に対処できることが条件となる。
　上記法人はそうした業務の実績を有している、唯一の業者で
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

5513 国土環境（株）
平成１７年度冠山峠道路環境調
査業務（一式）

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年4月15日 12,075,000

稀少猛禽類の調査は営巣期（１月～７月）を通じて実施する必
要があるとともに、生息個体の識別が重要な条件となる。　この
ことから、平成１５年度の業務発注時においてプロポーザル方
式を適用し参加要請書に「次年度以降引き続き実施する場合
がある」と明記しており、当該業者が「技術者の基礎知識」等、
全般的に他社より優れていたので特定されたものである。　平
成１６年度の業務実施においても、高度な技術・豊富な経験を
生かし優れた業務内容であった。　一体的な関連を考慮する
と、本業務を遂行できる唯一の業者である上記の国土環境㈱
と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

5514 （財）道路新産業開発機構
ＥＴＣ機器運用実証検討業務（一
式）

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年7月12日 93,660,000

（財）道路新産業開発機構は、道路に関する新しい産業分野に
ついて調査研究を行うとともにその開発プログラムを策定する
こと等により、道路機能の健全な発展と道路整備の拡充に貢
献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与すること
を目的に設立された財団である。　上記目的を達成するために
当財団法人は（１）道路に関する新しい産業分野についての調
査研究、（２）道路に関する新しい産業の開発プログラムの策
定、（３）道路に関する新しい産業の開発についての関係機関
との連絡及び調整並びに広報等を実施している。　ETC機器の
製作においては、当初から当財団法人が関与しており、路側無
線装置、車両検知器、料金所サーバ等について唯一製作でき
る財団である。　また、過年度より他で実施している社会実験に
ついても、すべて当財団が実施しており、豊富な実績と優秀な
人材を多数確保している。　従って、本業務を唯一遂行できる
当財団と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他のもの －
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5515 （財）道路保全技術センター
平成１７年度路面騒音等測定業
務（一式）

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年7月29日 11,287,500

　本業務は、性能規定に関する測定評価と同じ手法により、近
畿技術事務所の舗装路面測定車を利用して「低騒音舗装騒音
測定要領」に基づき測定を行うもので、（財）道路保全技術セン
ターは、道路舗装技術に関する高度な知識と豊富な実務経験
を持った公益機関であり、公平性・信頼性のあるデーターが測
定できると共に、当初からの調査を実施しており、３年間の追
跡調査の 終年度の業務であることから、一貫した測定・解
析・調査することが不可欠であるため（財）道路保全技術セン
ターと随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5516 （財）道路保全技術センター
平成１７年度福知山管内道路施
設管理支援業務（一式）

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年4月1日 12,705,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠である。（会計法
第２９条の３第４項）

その他のもの
18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

5517 （財）海洋架橋・橋梁調査会
鋼製橋脚隅角部疲労損傷点検
結果検討業務（一式）

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年7月15日 21,525,000

　本業務は、損傷点検結果に基づき、損傷判定、緊急度の評
価等を行い、さらに今後の対策を審議するものであり、学識経
験者を含めた鋼製橋脚隅角部疲労損傷検討委員会を設置して
検討する必要があるため、橋梁に対する高度な技術的知識、
維持管理業務全般に対する知識が必要である。財団法人海洋
架橋・橋梁調査会は、平成１６年４月に財団法人海洋架橋調査
会と財団法人道路保全センターの橋梁部門が吸収合併した組
織で、橋梁に関する技術、経済、環境その他の問題についての
調査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図
ることによって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与するこ
とを目的として設立されたもので、在職する技術集団は橋梁の
技術に関する豊富な経験と知識を有している。平成１４年度か
ら当該委員会の運営と整備局管内鋼製橋隅角部の対策に関
する検討を前記の財団法人道路保全技術センターに委託して
きたが、その後、前記のような合併があったことから財団法人
海洋架橋・橋梁調査会に委託することになった。このような経緯
を経ていることから青葉大橋においての鋼製橋脚隅角部の亀
裂状況等の現状を熟知しており、本業務の実施に必要な橋梁
保全に関する技術力と経験を有する唯一の法人である。上記
の理由により、本業務を財団法人海洋架橋・橋梁調査会と随
意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）
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5518 （財）日本気象協会
平成１７年度気象情報提供業務
（一式）

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年4月1日 2,740,500

　本業務は、気象の予測及びオンラインによる迅速かつ的確な
気象情報が必要となるため、気象に関する知識と技術が必要
である。上記（財）日本気象協会は、気象庁が制度上、人員や
予算枠に限度があることや交通、産業、その他社会方面の
種々の要望に応じるために設立され、ついては全国的な降雨
予測サービスも実施している。また、近畿地整管内の気象情報
システムは、平成13年度に（財）日本気象協会と契約、システ
ム構築し、福知山河川国道事務所がバックアップシステムを担
当しているものである。本業務は、信頼度の高い情報が必要で
あり、十分な信頼性と円滑な業務執行が期待できる者は、（財）
日本気象協会以外になく、よって（財）日本気象協会に随意契
約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

5519 （財）日本気象協会
平成１７年度冬期気象予測業務
（一式）

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年11月14日 7,560,000

（財）日本気象協会は、気象関係の調査、研究及び各種立地条
件の気象調査を行い、気象の予測情報も提供している財団法
人である。本業務は、道路周辺に係わる様々な気象の変化を
把握するため、局地的気象情報からの解析が必要となり、気象
に関する豊富な知識と予測技術についての、我が国唯一の研
究機関である。また、昨年度の契約においても冬期の気象予
測に対して的確に予測を行い冬期の道路管理に寄与した。本
業務は、予測信頼度の高い情報が必要であり、上記業者以外
に当該業務を行わせることは困難である。よって（財）日本気象
協会と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

5520 （財）道路保全技術センター
平成１７年度豊岡管内道路施設
管理支援業務（一式）

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年4月1日 19,320,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠である。（会計法
第２９条の３第４項）

その他のもの
18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

5521 （財）道路保全技術センター
平成１７年度道路情報管理業務
（一式）

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年4月15日 44,100,000

上記（財）道路保全技術センターは、道路保全に関する総合的
な技術の開発を行い、効率的な道路保全技術を広く提供する
ことを目的として、1990年11月に設立された公益法人です。
尚、国土交通行政の中でも道路交通の安全確保や道路の保
全に関する情報を組織的に収集・蓄積し、それらを活用して調
査研究を進めていますし、各種調査・研究も行い、新たな技術
や研究開発をしています。又、道路の効率的な維持管理を実
現するシステムの開発も行っており、新たな技術や専門技術者
を育むための事業活動を実施し、豊富な経験と習熟した高度な
技術者をようし近畿管内においても十分な実績を持っている団
体であります。本業務は、広域的な道路管理や道路情報に関
する専門知識や道路行政に精通していることが必要であり、道
路管理システムの操作や対外的な事象に関する判断等、道路
管理全般に関した専門的な知識や豊富な実績や経験等が必
要な業務である為、（財）道路保全技術センター以外では、出
来ない業務である。よって上記法人と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）
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5522 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度トンネル換気設備
維持管理検討業務（一式）

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年8月2日 15,225,000

本業務は、トンネル坑口に設置した簡易交通量計で十数分先
までの交通量を精度良く予測する技術及びこれを基に換気機
の運転タイミング、台数を 適に制御する技術を組　み合わせ
ることでトンネル内環境を良好な状態に保ち、且つ消費電力量
を削減できる新　しい換気制御技術の実証実験である。収集さ
れるデータの整理・分析・評価には、道路　トンネル換気設備に
ついての高度の専門知識を持った経験豊かな技術者が必要で
ある。（社）日本建設機械化協会　施工技術総合研究所は、機
械設備及び建設機械の合理的な設置・運用・点検・整備に関わ
る技術開発・普及を目的として設立された公益法人であり、信
頼性向上、コスト縮減、新技術の研究・開発・試験等を事業内
容としている。さらに、実物大の道路トンネル実験施設を保有
し、トンネル換気設備等に関する各種の実験実績を有してお
り、これらの専門知識を持った経験豊かな技術者を多数有して
いる。また、平成１６年度実施したジェットファン縦流換気方式
（対面交通トンネル）おける新換気制御方式の他トンネルへの
導入効果の判定方法の確立成果は、近畿地方整備局がトンネ
ル換気設備の効果的で効率的な保守管理手法及びライフサイ
クルコストの縮減についての検討を目的として設置した「トンネ
ル換気設備維持管理検討委員会（委員長：立命館大学　理工
学部　深川良一教授）で高い評価を得ている。本業務は、前年
度に引き続き新換気制御方式について立坑集中換気方式にお
ける消費電力量の削減について導入効果検証及び他トンネル
への適用性検討を行うものであり、本業務の履行に必要な上
記条件を満たす知識、技術、経験を併せ持つものは、同法人
以外にないことから、（社日本建設機械化協会施工技術総合研
究所と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

(H19年度以降一部総
合評価等による一般
競争に移行、一部企

画競争を実施）

公募手続き
を導入

5523 （社）日本建設機械化協会
道の駅「ハチ北」融雪設備事業
誌作成業務（一式）

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年11月4日 14,437,500

本業務は、地熱を活用した無散水融雪システムの設計、施工
及び運用（夏期路面クーリング及び凍結・融雪）検証データを整
理・分析し、事業誌として取りまとめるもので自然エネルギー利
用技術や 新の融雪技術の動向に関する高度な知識と経験
が必　要不可欠である。（社）日本建設機械化協会は、建設機
械及び機械化施工に関する試験研究を実施することにより、建
設機械に関する技術の向上並びに建設事業の合理化を図り、
我が国の経済の発展に寄与することを目的に設立された社団
法人である。特に、融雪設備に関して「路面消・融雪施設等設
計要領」の発行や、「積雪寒冷地域交通対策分科会」における
融雪及び凍結防止設備に関する技術検討の実績がある。ま
た、「融雪設備の高度化検討業務」における当事務所関係で
は、道の駅「ハチ北」、春日和田山道路における融雪技術の検
討を「融雪高度化委員会」（委員長　福井大学　福原輝幸教授）
のもと企画・運営し、自然エネルギー等を活用した新融雪技術
についての調査検討の実績があり、本業務を履行するうえで必
要な融雪設備に関する技術的な知識、経験、能力を有し、本業
務を適正に履行できる唯一の機関である。従って、本業務の実
施にあたりは、（社）日本建設機械化協会と随意契約するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

(H19年度以降一部総
合評価等による一般
競争に移行、一部企

画競争を実施）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5524 （財）日本気象協会
平成１７年度冬期気象予測業務
（一式）

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年11月28日 9,240,000

豊岡河川国道事務所の管理する一般国道９・４８３号は、山岳
部を縦断しており、地形的な変化により気象が著しく異なるとこ
ろである。当管内の冬期間は、気温が低くなる日が多く路面凍
結の恐れや、降雪による積雪も多いため、除雪作業も敏速な
対応を要求されていることから、より的確な気象情報が道路管
理上必要不可欠である。（財）日本気象協会は、但馬地方の気
象予測に豊富な実績があり、その蓄積された情報は冬期の道
路管理に活かされてきている。又、気象協会は気象等に関する
科学及び技術の進歩に尽力するとともに、気象事業の発展を
図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的に設立された公
益法人であり、気象事業に係わる豊富な経験と習熟した技術
者を豊富に抱えており、本業務における気象予測の信頼性や
実績も十分である。以上のことから、（財）日本気象協会と随意
契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

5525 （財）海洋架橋・橋梁調査会
９号大垣橋床版補強効果事後
調査業務（一式）

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成18年2月7日 7,665,000

本業務の実施に当たっては、平成１１年度に実施した補強対策
工事５年後の調査業務の試験データとの相関性について分析
し、補強対策工事１０年後の補強効果の経年変化による確認を
行うものであり、補強対策の確認や工法の効果の検証には、
橋梁の管理保全に関する専門的見地からの確認検証を行い、
補修工法に精通した学識経験者等からの適切な指導助言を受
け客観的な評価と判断により、橋梁補修対策の設計方針等の
策定を行うものである。（財）海洋架橋・橋梁調査会は「海洋架
橋・橋梁に関する技術、経済、環境などの諸問題について調査
研究と知識の普及を行い、橋梁事業の円滑な進展を図ること
により、国土の均衡ある発展と国民経済の発展に寄与するこ
と」を目的として設立された法人である。尚、橋梁保全に関して
は、高度な知識を有していると共に、全国的な橋梁の損傷状
況、補修補強の課題等豊富なデータを蓄積し、橋梁に関する
新の研究内容も把握しており、唯一学識経験者・道路管理者
等で構成する全国的な橋梁保全に関わる要領等の作成や維
持管理計画の策定に関わる委員会等に携わっていることから、

新の補強補修工法の専門的技術による客観的な評価が出
来る唯一の法人である。よって、本業務を円滑かつ的確に遂行
しえる唯一の公益法人である、（財）海洋架橋・橋梁調査会と随
意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

5526 （財）道路保全技術センター
平成１７年度９号舗装路面騒音
測定その他業務（一式）

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成18年3月8日 5,302,500

本業務は、性能規定に関する測定評価のために近畿技術事務
所所有の舗装路面測定車を使用して「低騒音舗装騒音測定要
領」に基づき行うものである。測定においては、公平性、信頼性
のある測定、評価ができ、また、舗装に関する検討業務も多く
十分な舗装の知識を有していることが必要であり、舗装路面騒
音測定車による排水性舗装等による騒音測定を実施するもの
である。なお、本業務は同一の機器で調査を実施するものであ
ること、過去の調査、測定実績を有効に活用できることが重要
であることから、近畿地方整備局長より性能評価審査機関に指
定されている唯一の機関である、（財）道路保全技術センターと
随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5527 （財）先端建設技術センター
平成１７年度京奈和自動車道ト
ンネル技術検討業務（一式）

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年6月15日 25,620,000

本業務は、トンネルの暫定供用における技術的課題の抽出と
検討、シールドマシンの検討、地下水を考慮した発進・到達立
抗の検討、地下水圧を考慮したセグメント及び開削トンネルの
施工技術検討を実施するものであり、施工計画・施工方法に関
する検討には現場での数多くの施工実績を踏まえた専門的知
識・経験が必要不可欠である。
（財）先端建設技術センターは、平成元年４月建設大臣所管の
公益法人として経済社会、技術革新が進展する中で、多様化
する社会資本整備へのニーズに対応していくための先端建設
技術の開発を推進し、効果的事業執行を図るため、先端建設
技術の研究、開発及び普及を目的に設立された公益法人であ
る。当法人は、「建設事業に係る施工計画、施工方法の調査研
究」、「地下、海洋等における建設事業に関する調査研究」、
「先端建設技術に係る情報の収集」により 新のトンネル施工
技術に精通しているとともに、実現場に即した合理的・先進的
な技術、安全・確実で環境に配慮した技術の導入支援のため、
施工に関する専門的な知識・経験を有する技術協力者（ＴＣ）か
らの技術的助言や協力を得るＴＣ制度を活用した、東京港トン
ネル、横浜湘南道路や外郭放水路等の豊富なトンネル施工技
術検討実績を有している。
本業務を実施するに当たっては、上記の通り、トンネル施工技
術検討に関する高度な技術と豊富な実績を有し、技術的な助
言、協力を得られる組織体制であることが必要であり、上記条
件を満たすのは当該法人以外にない。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5528 （財）道路保全技術センター
大和高田ＢＰ四条地区舗装路面
騒音測定他検討業務（一式）

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年7月14日 10,395,000

本業務は、平成１４年度に施工された大和高田ＢＰ四条地区側
道舗装工事の排水性舗装について、工事後２年半、３年後の
データ収集を行い、①性能評価審査②舗装の構造に関する技
術基準の改定に向けた関連データの解析及び取りまとめを行
うものである。
（財）道路保全技術センターは、道路の保全に関する情報を組
織的に収集・蓄積し、それらを活用して調査研究を進めるととも
に、道路保全に関わる技術者の官民における人材育成をし、
道路保全に関する総合的な技術開発を行い効率的な保全技
術を広く提供することを目的として設立された公益法人であるこ
とに加え平成１２年度に国道交通省より指定された性能規定発
注方式に関わる唯一の性能評価審査機関である。
本業務は、性能規定発注方式に関わる性能評価の実施要領
に基づき業務を履行することから国土交通省から唯一指定を
受けた性能評価機関である（財）道路保全技術センターと随意
契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5529 （財）道路保全技術センター
情報管路等台帳整備業務（一
式）

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年6月17日 24,045,000

本業務は、既存台帳等の保有資料の調査確認、調査計画書
の作成及びハンドホール調査等の現地調査資料を使用した登
録用データの作成と「情報ボックス・電線共同溝等管理システ
ム」へのデータ登録を実施するものである。財団法人　道路保
全技術センターは、「道路保全の技術に関する調査研究、開発
等に関する事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上
を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の
向上に寄与する。」ことを目的として設立された公益法人であ
り、道路保全の技術に関する調査研究及び開発に関する調査
研究業務のほか、電線共同溝等地下埋設物に関わる調査研
究、建設技術の技術審査・証明など様々な調査研究を実施し
ている。  本業務を実施するに当たっては、「情報ボックス・電線
共同溝等管理システム」に関して精通しているとともに、調査計
画を適正に立案でき、作成された調査データの内容をチェック
できる能力を有し、加えて登録データ作成・登録作業等を効率
的・効果的に実施できる能力が整っていることが必要であり、
上記条件を満たすのは当該法人以外にない。よって、財団法
人　道路保全技術センターと随意契約するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他のもの
18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

5530 （財）道路保全技術センター
奈良国道管内道路施設管理支
援業務（一式）

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年4月1日 32,865,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠である。（会計法
第２９条の３第４項）

その他のもの －

5531 （財）道路保全技術センター 道路情報管理業務（一式）
山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年4月1日 59,745,000

事務所の情報室において円滑な道路管理に必要な各種の情
報を収集するとともに、発生する各種の事象に対する対応や、
道路利用者に情報提供を行い、対外機関との連絡調整等を行
うもので、経験と特殊な技術が要求されるものである。　(財)道
路保全技術センターは、道路交通及び道路保全に関する情報
を組織的に収集・蓄積し調査研究を進めるとともに、道路保全
に詳しい技術者の官民における不足にも対処し、道路保全の
効率化を図る観点から官民が協力して設立されたものである。
上記業者は、本業務の内容にも精通しているとともに、経験豊
富な指導者及び人員を有し、奈良国道においても十分実績を
有しており的確な業務の運営が可能である。 したがって、上記
業者と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5532 （財）日本気象協会 気象情報提供業務（一式）
山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年4月1日 3,465,000

財団法人日本気象協会は、気象庁の外郭団体（公益法人）で
あり、気象知識の啓蒙・普及を始めとする気象庁の補完的事業
のみならず、特定の情報ニーズに対する予報技術の研究開発
を一貫して進めてきており、気象に関する事業の発展をはか
り、もって公共の福祉に寄与することを目的として設立された組
織である。気象庁は、気象・地象・水象についての一例として、
鉄道（鉄道安全輸送）電力（電力安定供給）等の日本における
基幹産業に対して、気象観測・予報及び警報に関する情報を
迅速に交換する組織を確立し維持している。当該気象協会は
公益事業の一つとして、昭和46年よりこれらの組織の事務局を
担当し、気象庁とこれら事業者間のデータの交換をオンライン
等で全国規模で行うとともに、これらの業務に関する気象観測
網の配置についての適切な助言を通じて予報精度の向上に寄
与している。また、これらの業務を通じて気象観測及び予測に
関する技術が蓄積され、また、全国各地での気象の特性につ
いても熟知している。雪氷・大雨等予測委託業務もこの一例に
準ずる形で、気象協会が受託して、道路における安全輸送の
ための情報提供が行われている。予報技術に関しては、中央
本部及び各地方本部に調査部、気象情報部があり、更に、中
央本部には研究所があり、気象に関する観測技術から予測技
術及びデータ処理技術に至る総合的な技術の蓄積に努めてい
る。委託者からの要求に対してきめ細かい気象予測情報の提
供に努めている．また、年4回開催される全国規模の研究会を
通じて、精度の向上、品質の管理に努めている。これらの自由
研究とともに各省庁との共同研究を通じて 新技術の開発に
努めている。これらのことにより気象予測に精通し、より精度の
高い気象予測を行える者は、上記財団法人以外はなく、上記
財団法人と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

5533 （財）海洋架橋・橋梁調査会
Ｈ１７年度米谷橋補強施工検討
業務（一式）

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年5月25日 32,392,500

本業務は、過年度に実施した２５号米谷橋（上り線）工事で得た
知見に基づき、下り線工事や今後の維持管理で反映させるた
め、上り線工事で課題として残った事項について、実験等を含
めての検討を学識経験者の意見を伺いながら実施するもので
ある。財団法人 海洋架橋・橋梁調査会は、「海洋架橋その他
の橋梁に関する技術、経済、環境その他の問題についての調
査研究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図る
ことによって国民経済の発達と国民生活の向上に寄与する。」
ことを目的として設立された公益法人である。 本業務を実施す
るにあたっては、道路橋の保全に関する高度な技術と豊富な
実績を有しているとともに、道路橋に係わる調査・管理業務に
おいても高度な知識・情報と豊富な経験を有していることが必
要であり、上記条件を満たすのは当該法人以外にない。よっ
て、財団法人 海洋架橋・橋梁調査会と随意契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）
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物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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契約金額
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5534
（財）交通事故総合分析セン
ター

平成１７年度管内事故対策検討
業務（一式）

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年6月29日 20,391,000

本業務は、名阪道路における事故要因分析、事故対策の基礎
資料作成及び、交通事故が多発する名阪国道の交通事故低
減を目的に、学識経験者、奈良県警及び国土交通省において
設立された名阪道路検討会の運営補助、資料作成を行うもの
である。
当該法人は、これまでに交通事故に関する分析や対策事例に
対しての評価検討を数多く手掛けており、本業務に必要な事故
データ資料を唯一保有していることに加えて、事故分析・対策
などについての専門的知識を持った人材を多数有した公益法
人である。本業務を実施するに当たっては、名阪道路検討会に
おいて学識経験者の指導のもと、関係機関と連携を計りながら
名阪国道の交通事故低減に向けて分析検討を行うものであ
り、交通事故分析等に関する豊富な実績や事故分析データに
精通していることが必要であることから、上記条件を満たすの
は当該法人以外にない。よって、財団法人交通事故総合分析
センターと随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他のもの －

5535 （財）道路新産業開発機構
社会実験用ＥＴＣ設計検討業務
（一式）

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年9月7日 5,775,000

本業務は、西名阪自動車道社会実験を実施する為に必要な、
全国でも事例の少ない均一料金区間における、キャッシュバッ
ク方式ＥＴＣ機器の製作及び、郡山ＩＣ名古屋側出入り口への設
置に関する設計・検討を行う業務である。（財）道路新産業開発
機構は、道路に関する新しい産業分野について調査研究を行
うとともにその開発プログラムを策定すること等により、道路機
能の健全な発展と道路整備の拡充に貢献し、もって国民経済
の発展と国民生活の向上に寄与することを目的に設立された
財団である。上記目的を達成するために当財団法人は（１）道
路に関する新しい産業分野についての調査研究（２）道路に関
する新しい産業の開発プログラムの策定（３）道路に関する新し
い産業の開発について関係機関との連絡及び調整並びに広報
等を実施している。当財団法人は、ＩＴＳの一環であるＥＴＣ（ノン
ストップ料金自動支払いシステム）の開発当初から研究、開発
に携わっており、これまでの様々な調査研究から、豊富な実績
と優秀な人材を多数確保している。また過年度より全国で実施
している社会実験についても、当財団法人は豊富な実績を有し
ており、今回の社会実験を円滑に実施する為には当財団法人
より他にない。従って本業務を唯一遂行できる　財団法人　道
路新産業開発機構と随意契約するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他のもの －
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名称及び数量
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5536 （財）道路新産業開発機構
西名阪自動車道社会実験実施
運営業務（一式）

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年12月8日 164,640,000

本業務は、全国でも事例の少ない均一料金区間における、ＥＴ
Ｃ（ノンストップ料金自動支払いシステム）による料金割引実験
を実施するものであり、実験用ＥＴＣの機器準備・設置・運営を
行うものである。財団法人 道路新産業開発機構は、ＩＴＳの一
環であるＥＴＣ（ノンストップ料金自動支払いシステム）の開発当
初から研究、開発に携わっており、現行ＥＴＣの仕様化における
実績を有している。また、社会実験システム検討における関係
機関との調整やＥＴＣでは欠かせない無線通信技術の検討が
可能であり、DSRC（狭域専用通信）を活用した研究開発等に関
し実績が豊富である。さらに、スマートインターチェンジ社会実
験用ＥＴＣの開発等、ＥＴＣを利用した社会実験の運営に関する
業務を多数実施し、ＥＴＣに関する技術的知見、経験を豊富に
有する。本業務を合理的かつ経済的に実施する為には、ＥＴＣ
に関する開発技術、関係機関との調整能力、ＥＴＣを利用した
社会実験に関する運営実績が必要であり、当財団法人より他
にない（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

5537 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度京奈和自動車道橋
梁構造検討業務（一式）

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年12月20日 9,292,500

本業務は、京奈和自動車道橋梁部のコンクリート構造物にお
ける品質確保の観点から、初期性能の持続を考慮した施工法
等について資料収集等を行い、コンクリートのひび割れ抑制対
策について学識経験者を含めた検討会を設置し検討するもの
である。(財）海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁
に関する技術、保全、経済、環境、その他の問題についての調
査研究、知識の普及等を行い橋梁事業の円滑な発展を図るこ
とによって国民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを
目的として設立された公益法人であり、これらに関する高度な
技術と豊富な実績及び知識を有している。本業務は、コンク
リートのひび割れ抑制対策について学識経験者を含めた検討
会の運営を行うため、関係各者の調整及び資料作成に当たっ
ては橋梁に関する行政経験、知識、施工技術に豊富な技術者
を多数有していることが必要である。よって（財）海洋架橋・橋
梁調査会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

5538 （財）道路保全技術センター
和歌山河川国道事務所管内道
路施設管理支援業務（一式）

大槻英治　和歌山河川国道事務
所
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 20,160,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠である。（会計法
第２９条の３第４項）

その他のもの
18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
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5539 （財）道路保全技術センター
平成１７年度道路情報管理業務
（一式）

大槻英治　和歌山河川国道事務
所
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 46,305,000

本業務の実施にあたっては、道路管理に係る組織、基準等、道
路管理行政に精通し習熟した技術力を有し、臨機に的確な判
断が出来るとともに、隣接事務所の管理体制、道路情報管理
体制に精通していて、隣接事務所との連携を考慮した情報管
理が行える必要がある。（財）道路保全技術センターは、道路
保全技術の向上を目指して設立された公益法人で、道路管理
に係る組織、基準等、道路管理行政に精通し、習熟した技術力
のある経験豊かな行政経験者をもって、近畿地方整備局管内
で臨機に的確な判断を要する同種業務の実績を多く有してい
る。また、大阪・奈良国道事務所の情報管理業務を経年的に
行っていることから、隣接事務所の管理体制、道路情報管理体
制に精通している。以上のことから、道路管理に係る組織、基
準等、道路管理行政に精通し、習熟した技術力を持って、臨機
に的確な判断を必要とする同種業務の実績があり、かつ、隣接
事務所で経年的に情報管理業務を実施していて隣接事務所の
管理体制、道路情報管理体制に精通し、隣接事務所との連携
を考慮した情報管理を確実に行える者は、（財）道路保全技術
センター以外になく、（財）道路保全技術センターと随意契約す
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5540 （財）道路保全技術センター
平成１７年度大規模災害対策検
討業務（一式）

大槻英治　和歌山河川国道事務
所
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年5月31日 39,721,500

本業務の実施にあたっては、道路管理に係る組織、基準等、道
路管理行政に精通し習熟した技術力を有し、和歌山県内の道
路状況、紀南河川国道事務所の道路被災状況共有システムに
精通していて、紀南河川国道事務所、県、市町村、道路公団等
との連携を考慮したシステム構築ができることが必要である。
（財）道路保全技術センターは、道路管理に係る組織、基準等、
道路管理行政に精通し習熟した技術力のある経験豊かな行政
経験者を多く有する公益法人で、その人材をもって、和歌山県
の緊急輸送路検討を行っている実績から和歌山県内の道路状
況に精通している。また、紀南河川国道事務所で、県、市町
村、道路公団と連携した紀南地方道路被災状況共有システム
の構築を行い、その内容を熟知している。以上のことから、本
業務に必要な要件を満たし、同種業務の実績のある（財）道路
保全技術センター以外に本業務を確実に実施できるものはな
く、（財）道路保全技術センターと随意契約するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5541 （財）道路保全技術センター
平成１７年度管内情報ボックス
等管理システム整備業務（一式）

大槻英治　和歌山河川国道事務
所
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年7月19日 17,220,000

本業務を実施するにあたっては、電線共同溝・情報ボックス等
地下埋設物に関する十分な知識と、道路維持管理に関する専
門知識を有し道路行政に精通していると共に、情報ボックス等
管理システムの改善・改良を伴うことか情報ボックス等管理シ
ステムに精通している必要がある。道路保全技術センターは、
電線共同溝・情報ボックス等地下埋設物に関する十分な知識
と、道路維持管理に関する専門知識のある、道路管理行政経
験豊富な人材を多く有する財団法人で、情報ボックス等管理シ
ステムの開発を行い情報ボックス等管理システムに精通してい
る｡以上のことから財団法人道路保全技術センター以外に、本
業務に必要な要件を満たし、システムの改善・改良を伴う本業
務を確実に実施できる者はいないため、同法人と随意契約す
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
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5542 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度橋本道路橋梁補修
検討業務（一式）

大槻英治　和歌山河川国道事務
所
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年5月2日 226,831,500

本業務は、橋本道路垂井高架橋のひび割れ発生における調
査・監視及び撤去・再構築の検証を行うと共に、その内容につ
いて独立行政法人土木研究所や学識経験者等の意見を参考
に取りまとめるものである。実施にあたっては、橋梁架橋の高
度な技術及び保全に関する維持補修のノウハウが必須であ
る。さらに、既存橋梁の補修、診断、対策方法の検討に関して
幅広い知識を有することが必要である。（財）海洋架橋・橋梁調
査会は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境そ
の他の問題についての調査研究、知識の普及等を行い、橋梁
の性能の評価、審査、検査、保全に関する調査・研究及び開発
を行っており、橋梁架橋の高度な技術及び保全に関する維持
補修のノウハウを有している。さらに、既存橋梁の補修、診断、
対策方法の検討に関する幅広い知識を有しているとともに、同
種業務の豊富な実績を有している管内唯一の法人である。よっ
て 本業務の遂行に必要な知識、技術、経験を併せ持つのは、
同法人以外にはないことから（財）海洋架橋・橋梁調査会と随
意契約を行うものとする。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

5543 （財）道路保全技術センター
平成１７年度紀南管内道路施設
管理支援業務（一式）

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年4月4日 17,325,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠である。（会計法
第２９条の３第４項）

その他のもの
18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

5544 （財）道路保全技術センター
平成１７年度紀南地方大規模災
害対策検討（訓練支援）業務（一
式）

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年5月26日 8,820,000

   近年西日本は、地震の活動期に入ったと言われ、「東南海・
南海地震等に関　する専門調査会」や「地震調査委員会」を設
置し、地震発生確率や被害の想　定等が発表されており、和歌
山県においても震災対策の充実を図っている。  　本業務は、
「東南海・南海地震」が発生し、一般国道４２号に大規模な災害
が発生した場合の危機管理体制の確立等に向けての検討を
行った「紀南地方　危機管理検討業務」（平成９年度～平成１６
年度）の中で取り組んだ業務（初　動体制訓練の運営支援・紀
南地方道路災害情報連絡会の運営及びＫＤＡＳＳ　運用支援）
と密接不可分（通常の風水害に対する防災体制）の関係にあ
り、　本業務を実施する調査および検討には、道路維持管理の
長期計画に関するデ　ータと道路管理者の視野に立った行政
的な知識が必要不可欠である。　　　　　　　　財団法人道路保
全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究およ
び開発等を行っている専門的な知識と豊富な経験があり、道路
保全に精通し　た技術者を多数有している公益法人である。
本業務の遂行にあたって民間コンサルタントにはない道路施設
の維持管理　に関する総合的で高度な専門知識と経験を有す
る機関は当該法人しかない。　　よって、当該法人と随意契約
を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5545 （財）先端建設技術センター
平成１７年度田辺西バイパス三
四六地区施工方法検討業務（一
式）

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年7月13日 37,800,000

田辺西バイパス三四六地区の旧処分場及び現処分場通過箇
所について、平成１６年度に引き続き「施工方法検討委員会」
による審議を行うものである。
平成１７年度は１６年度の成果を踏まえ、コスト、施工後の管理
面で優位とされる開削構造を前提に、掘削に伴い発生する廃
棄物・汚染土壌の処理方法及び三四六地区における地下水・
土壌汚染対策等を考慮した道路構造について検討を行う伴に
施工時・施工後の環境保全計画を策定するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5546 （財）道路保全技術センター
那智勝浦道路管理のあり方検
討業務（一式）

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年8月3日 4,725,000

　本業務では、自動車専用道路として効率的かつ効果的な管
理体制の検討を行うとともに、必要な施設計画の立案も合わせ
て行うもので、道路維持管理保全に関する専門的な知識に加
え、これまでの道路維持管理、長期計画に関する情報の集積、
道路管理者の視野に立った行政的な知識が必要不可欠であ
る。　財団法人道路保全技術センターは、道路交通及び道路
保全に関する情報を組織的に収集・蓄積し、これらを活用して
調査研究を進めているとともに、道路保全に関する総合的な技
術開発を行い、効率的な道路保全技術を幅広く提供するため
に設立された法人である。　これまで、北近畿豊岡自動車道路
管理のあり方検討や、道路管理の高度化と案内標識の改善計
画に役立てることを目的とした標識評価管理システムを開発す
るなど、本業務の履行に必要不可欠な、道路交通及び道路保
全に関する情報を集積しており、このように豊富な経験と道路
行政に精通した技術者を保有しているのは財団法人道路保全
技術センターしかないため、随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5547 （財）道路保全技術センター
平成１７年度紀南地方大規模災
害対策検討業務（一式）

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年9月7日 18,795,000

  本業務は、「東南海・南海地震」が発生し、一般国道４２号紀
南河川国道事務所管内に大規模な災害が発生した場合の危
機管理体制の確立等に向けての検討を行った「紀南地方災害
対策支援検討業務」（平成１４年度～１６年度）と密接な関係に
あり、また、本業務で実施する調査および検討には、道路維持
管理の長期計画に関するノウハウと道路管理者の視野に立っ
た行政的な知識が必要不可欠である。　　　　　　　財団法人道
路保全技術センターは、「道路保全の技術に関する調査研究
および開発」「道路保全に関するシステムの開発整備」「道路保
全に関する技術の指導」等に関する事業を行い効率的かつ合
理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑
化に貢献し国民生活の向上に寄与することを目的として設立さ
れた公益法人であり、道路保全に精通した技術者を多数有して
いる公益法人である。　本業務の遂行にあたって、「道路管理
者の視野に立った行政的な知識」「道路施設の維持管理に関
する総合的で高度な専門知識と経験」を有する機関は当該法
人しかない。　よって、当該法人と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5548 （財）道路保全技術センター
平成１７年度管内盛土耐震検討
業務（一式）

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年9月7日 57,120,000

　本業務を実施するにあたっては、道路維持管理に関する専門
知識と、道路行政に精通し、かつ道路施設の事前の地震対策・
盛土構造物及び切土法面等に関する十分な知識を有している
ことが求められる。　財団法人道路保全技術センターは、「道路
保全の技術に関する調査研究、開発」「道路保全に関するシス
テムの開発整備」「道路保全に関する技術の指導」等に関する
事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もっ
て道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与
することを目的として設立された公益法人であり、道路保全に
精通した技術者を多数有している公益法人である。　当法人は
これまでに「紀南地方大規模災害対策検討業務」、「一般国道
４２号津波被害予測支援検討業務」、「紀南地方災害対策支援
検討業務」など数多くの災害対策検討業務を実施している。本
業務で実施検討する備蓄土量の算定、蓄積場所の検討には、
管内国道に対する津波浸水予測や道路地盤データ等が必要
であるが、過去の業務から、当該法人は紀南地方の災害対策
のノウハウや技術が十分に蓄積されており、「道路管理者の視
野に立った行政的な知識」等総合的な観点から効率的、効果
的に本業務を実施できるのは当該法人しかない。　よって本業
務を「財団法人　道路保全技術センター」と随意契約するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5549 （財）道路保全技術センター
平成１７年度管内道路現況写真
データ更新業務（一式）

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年12月12日 21,630,000

　道路管理者は、安全で円滑な道路通行を国民に提供する責
務から、道路および道路施設の現況を把握するとともに適切に
維持・管理を行っているところであるが、高度化・多様化する道
路行政への要望に迅速かつ的確に対応するためには、本業務
で対象としている既運用中の「イメージ・マップシステム」の活用
は必要不可欠である。本システムは、道路現況を撮影した連続
写真と道路地図（路線図、道路台帳附図等）を連動表示するこ
とで、路線図や距離標・地点名称等から任意の地点の道路現
況映像が容易に検索できるほか、道路管理データベース『ＭＩＣ
ＨＩ』に連動させて、道路関係業務を総合的に支援するシステム
である。本システムは、上記の法人が著作権をもつ『ＭＩＣＨＩ』と
連携して、日常および災害時の道路管理業務を効率的に支援
するシステムとして開発されたもので『ＭΙＣΗΙ』のサブシス
テムの一つとして位置けられている。このようなことから、本業
務の遂行にあたっては、道路管理に関する専門知識と道路行
政に精通していることが重要であり、特に、道路管理データ
ベース『ΜΙＣＨΙ』について、システムのデータベース構造お
よびソフトウェアの構造等について熟知し、機能性向上（画像
の解像度アップ・３次元計測機能）するデータ・システムの取り
扱いに実積を有している必要がある。財団法人　道路保全技
術センターは道路保全の技術に関する調査研究およびシステ
ムの開発整備を業務としている公益法人であり、民間コンサル
タントにはない法的、行政的なノウハウ、判断にも通じている。
また、本業務に関連した業務実積が多く情報の蓄積も豊富であ
り効率的に出来るこうした理由から本業務を遂行するために必
要な条件を満足する唯一の機関である。よって、財団法人　道
路保全技術センターと随意契約するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他のもの
18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5550 （財）道路保全技術センター
平成１７年度阪神国道管内道路
施設管理支援業務（一式）

林　正一　阪神国道事務所
兵庫県芦屋市川西町１４－１

平成17年4月19日 2,205,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠である。（会計法
第２９条の３第４項）

その他のもの
18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

5551 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度道路構造検討アド
バイザー業務（一式）

林　正一　阪神国道事務所
兵庫県芦屋市川西町１４－１

平成17年4月1日 21,000,000

　阪神地域に計画されている幹線道路には大規模な橋梁が計
画されておりこれらの長大橋梁の建設には新しい構造、設計手
法、発注方式、施工方式、施工法の検討、導入及びライフサイ
クルコストの縮減が求められる。本業務の遂行にあたっては長
大橋における計画、設計、発注、施工、保全に関する高度で広
範かつ専門的な技術判断及び助言のできる技術者の派遣を求
めるものである。(財)海洋架橋・橋梁調査会は、「海洋架橋に関
する技術、経済、環境な どの諸問題について調査研究と知識
の普及を行い、海洋架橋事業の円滑な進展を図ることにより、
国土の均衡ある発展と国民経済の発展に寄与すること」を目的
にとして設立された法人である。本州四国連絡橋など全国の架
橋横断道路プロジェクトをはじめ、海外の長大橋梁プロジェクト
及び離島架橋事業に至るまで数多くの長大橋梁に関する情報
を収集し、長大橋の技術、経済、環境の調査、計画事業手法、
設計、施工方法、保全技術及び新たな長大橋の建設・管理コス
ト縮減の研究、検討を行っている。また、同会は本州四国連絡
橋などの長大事業に長年携わった技術者を数多く擁し、長大橋
に関して事業者としての総合的な技術力と専門的な技術を有
し、国土交通省をはじめ公的発注機関からも上記に関わる業
務を幅広く受託している。また、海峡横断道路等の長大橋の技
術及び社会、経済に関する委員会の委員であるとともに委員
会の運営も行っており、高度で広範かつ専門的な技術判断及
び助言のできる唯一の団体である。
　 よって、本業務を円滑かつ的確に遂行し得る唯一の公益法
人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5552 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度広域幹線道路橋梁
構造検討業務（一式）

林　正一　阪神国道事務所
兵庫県芦屋市川西町１４－１

平成17年5月2日 92,389,500

  阪神地域に計画されている幹線道路には大規模な橋梁が計
画されている。これらの長大橋梁の建設には新しい構造、設計
手法、発注方式、施工方式、施工法の検討、導入及びライフサ
イクルコストの縮減が求められる。本業務の遂行にあたっては
長大橋における計画、設計、発注、施工、保全に関する情報収
集能力及び高度で広範かつ専門的な知識と経験を必要とし、
また事業者としての立場、視点から業務を行う必要もある。(財)
海洋架橋・橋梁調査会は、「海洋架橋に関する技術、経済、環
境などの諸問題について調査研究と知識の普及を行い、海洋
架橋事業の円滑な進展を図ることにより、国土の均衡ある発展
と国民経済の発展に寄与すること」を目的にとして、設立された
法人である。本州四国連絡橋など全国の架橋横断道路プロ
ジェクトをはじめ、海外の長大橋梁プロジェクト及び離島架橋事
業に至るまで数多くの長大橋梁に関する情報を収集し、長大橋
の技術、経済、環境の調査、計画事業手法、設計、施工方法、
保全技術及び新たな長大橋の建設・管理コスト縮減の研究、検
討を行っている。また、同会は本州四国連絡橋などの長大事業
に長年携わった技術者を数多く擁し、長大橋に関して事業者と
しての総合的な技術力と専門的な技術を有し、国土交通省を
はじめ公的発注機関からも上記に関わる業務を幅広く受託して
いる。また、産官学相互の長大橋に関する各界のパイプ役とし
ての活動を行っており、海峡横断道路等の長大橋の技術及び
社会、経済に関する委員会の委員であるとともに委員会の運
営も行っている。よって、本業務を円滑かつ的確に遂行し得る
唯一の公益法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

5553
（財）大阪湾ベイエリア開発推
進機構

平成１７年度広域幹線道路整備
効果検討他業務（一式）

田口　定一　阪神国道事務所
兵庫県芦屋市川西町１４－１

平成17年8月30日 24,759,000

　本業務は、大阪湾沿岸地域に計画されている各種プロジェク
トや、過去の大阪湾岸道路の整備による経済的影響、及び大
阪湾岸道路西伸部の整備による市民生活への影響を中心とし
た視点で整備効果を検討するものである。
　（財）大阪湾ベイエリア開発推進機構は、産官学総意の下、世
界都市関西を目指して大阪湾ベイエリアに関する一体的利用
を推進するため、新たな高次機能の集積、快適な生活空間の
形成等総合的開発整備に関する調査研究、企画立案、合意形
成の促進、広域的共同取組の促進を目的に設立された財団法
人である。大阪湾沿岸地域の総合的開発整備や内陸部との一
体的開発、さらに多核ネットワーク型都市圏の形成等国土軸を
視野に入れた調査研究、情報収集、講演会等の開催、市民活
動団体との連携によるイベントの実施、ホームページによる広
報、広報紙の発行に関して多数の実績を有しているのは同財
団法人のみである。
　よって、本業務を適切に履行できるのは同財団法人の他にな
く、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5554 （財）道路空間高度化機構
阪神国道事務所管内沿道空間
利活用検討業務（一式）

田口　定一　阪神国道事務所
兵庫県芦屋市川西町１４－１

平成17年9月5日 9,198,000

　近年、道路機能や道路管理に対する社会的要請がより一層
高度化していることから、 現道拡幅を主体とする名塩道路の慢
性的な渋滞や歩道の未整備、カーブが多く道路幅が狭いなど
の問題点の解消だけでなく、事業により生じる未利用地の活用
を含む、道路整備や沿道整備を行う必要がある。
　本業務は、前年度行った一般国道１７６号名塩道路の利用者
のための利便性向上と、地域の視点からの名塩道路における
沿道空間の利活用の方策を検討したものを基に、関係機関と
の協議を行い、実施に向けての整備推進体制の検討を行うも
のである。
  本業務の履行にあたっては、「道路空間高度化事業」に精通
し、且つ習熟した高度な技術力が必要不可欠である。
　上記財団法人は、道路空間の有効かつ高度な利用を図るた
めの事業（道路空間高度化事業）を推進するため、道路空間高
度化事業に関する調査研究、技術の開発等道路空間高度化
事業の推進に資する事業を行うことにより、道路の整備及びこ
れと併せた良好な市街地形成並びに安全・円滑な交通の確保
を図るとともに、活力ある地域社会の創世等に貢献し、もって国
民生活の向上に寄与することを目的に設立された公益法人で
あり、道路空間高度化事業の事業化に関する基礎的な調査研
究及び技術の開発に関しての業務に多数の実績を有している
のは同財団法人のみである。また、「道路空間高度化事業」に
精通し高度な知識と経験の技術者を多数有しており、本業務を
遂行できる唯一の機関である。
　以上の理由により、本業務を適正に円滑な執行を期するため
には、上記財団と契約しなければ、契約の目的を達することが
できないので、随意契約し本業務を的確に達成するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

5555
（財）阪神高速道路管理技術
センター

広域幹線道路活荷重検討業務
（一式）

田口　定一　阪神国道事務所
兵庫県芦屋市川西町１４－１

平成17年12月26日 7,360,500

　上記業者は、唯一阪神高速道路の利用車種・軸重、渋滞
データなど実態調査を行っていることから、道路・交通特性に精
通しており、過去に阪神高速道路に関する設計荷重委員会に
おいて阪神地域の都市高速道路特性が反映された荷重係数
設計法の検討の実績がある。
  また、阪神高速湾岸線における長大橋に関する鋼床版・構成
橋脚隅角部等の疲労に関する技術検討委員会において、活荷
重特性に関連したコスト縮減や疲労設計を検討した実績があ
る。
  本業務を行うにあたっては、計画路線が大阪湾岸道路の未供
用部であることから阪神高速５号湾岸線及び湾岸（垂水）線な
ど阪神高速道路の道路・交通特性を把握しているとともに、活
荷重特性に関する知識、技術を熟知していなければならない。
  よって、上記業者は本業務を的確に履行できる唯一の法人で
あるため、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他のもの －
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5556 （財）日本気象協会
平成１７年度近畿幹線管内気象
等観測点検業務（一式）

福岡彰三　近畿幹線調査事務所
大阪市福島区野田５－１７－２２

平成17年4月1日 43,785,000

　本業務は、近畿幹線道路調査事務所の管内の各観測所、監
視局等において気象・海象・地震等の観測、並びに気象観測装
置、波浪観測装置、地震観測装置及び各施設の保守点検等を
行うものである。
　各種観測のデータ収集・整理、及び観測機器等の保守点検
にあたっては、これらに関する高度な技術や広範な知識が必要
である。また、波浪観測ブイの設置位置は外国船も多数通行す
る大阪湾入口の交通の要衝に位置しており、その管理及び緊
急時の対応等には万全を期す必要がある。（財）日本気象協会
は、気象・地象・水象に関する科学及び技術の進歩に協力する
とともに、気象の利用方法の普及並びに指導を行うことにより
気象に関する事業の発展を図り、もって公共の福祉の増進に
寄与することを目的に設立されている。そのための事業として
各種気象通報の伝達並びに予報の利用についての相談、気象
に関する観測、調査及び研究並びにその受託気象観測、予報
及び調査に関する技術指導、気象に関する機器、器具等に関
する相談又は点検並びにその製作、修理及び販売等を行って
おり、気象観測等に関する高度な技術に精通するとともに、広
範な知識を持ち的確な判断ができる熟練した技術者を有してい
る。また、事業の性格上２４時間体制にて業務を行っている。本
業務は、気象等に関する各種観測のデータ収集・整理及び機
器等の管理、保守点検を行うものであり、気象観測、機器等に
関する高度な技術や広範な知識、的確な判断ができる熟練し
た技術者が必要である。また、波浪観測ブイについては２４時
間体制での監視及び緊急時の対応体制が必要不可欠である。
同法人は、気象観測等に関する高度な技術力に加え、本業務
の遂行上必用不可欠な知識や経験・ノウハウ、体制を唯一有し
ているものは、同法人以外にはないことから随意契約を行うも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

5557 （社）日本モノレール協会
平成１７年度観光地における
適輸送手段に関する調査検討
業務（一式）

福岡彰三　近畿幹線調査事務所
大阪市福島区野田５－１７－２２

平成17年8月8日 4,987,500

　本業務は、近畿地方の観光地における自動車交通の渋滞問
題及び渋滞による周辺環境問題、また、外国人などの移動に
不慣れな訪問者のアクセスの利便性の向上、等の観点から、
観光地の 適な輸送手段として、モノレール等の中量軌道輸
送システム導入の可能性について、近畿地方の観光地をケー
ススタディとして、検討するものである。
　本業務では、観光地における 適な輸送手段として、モノ
レール等の中量軌道輸送システムの導入の可能性について検
討を行うこととしており、業務遂行に当たっては、モノレール等
の中量軌道輸送システムに関する知識と各種計画、調査、設
計、運営等の業務に深く精通していることが求められる。
　（社）日本モノレール協会は、モノレール及びリニアモータ駆
動による高架式中量軌道輸送システム（以下「モノレール等」と
いう）に関する調査研究及びその改善進歩を図るとともに、モノ
レール等に関する知識を普及し、もって新しい交通機関として
のモノレール等の発展に寄与することを目的に設立された公益
法人であり、その事業内容は、モノレール等一般に関する技術
的及び経済的諸問題の調査研究、モノレール等の計画、建設
に関する調査・設計等の受託、モノレール等の発展促進のため
の関係省庁・自治体への協力、意見の進達等多岐に亘ってお
り、関係省庁、地方自治体からの関連業務に関する受注実績
を数多く有している。
　本業務の遂行においては、これらに精通する豊富な知識と経
験、高度な技術を有し、的確な判断能力が必要不可欠であり、
本業務を的確かつ迅速に遂行することができる唯一の法人
は、同協会以外には無いことから、（社）日本モノレール協会と
随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －
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5558 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度南部ﾍﾞｲｴﾘｱ地域道
路整備手法等検討業務（一式）

福岡彰三　近畿幹線調査事務所
大阪市福島区野田５－１７－２２

平成17年9月28日 42,325,500

　本業務は、南部ベイエリア地域の紀淡連絡道路について、島
嶼部のコスト縮減検討及び大規模海峡横断道路プロジェクトと
しての必要性・整備効果・整備手法等の検討及び、技術開発等
の検討を行うための各種会議等の運営を行うものである。
　本業務の実施に当たっては、海峡架橋プロジェクトをめぐる現
状と課題に精通し、海洋架橋に関する技術手法、整備手法等
に関して、広範な知識、高度な技術力を有していることが求め
られる。（財）海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋
梁に関する技術、経済、環境その他の問題についての調査研
究、知識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることに
よって、国民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを目
的として設立された公益法人である。当該法人は、海洋架橋に
関する計画、設計、施工法、保守管理等の調査・研究及び情
報・資料の収集・管理等、海洋架橋に関する調査研究を数多く
行っており、豊富な知識やデータ・ノウハウを蓄積するとともに
高度な技術に精通し、当事務所をはじめ、国土交通省及び本
州四国連絡橋公団、並びに県等の地方公共団体等からの関
連業務に関する受注実績を数多く有している。また、整備手法
の検討についても、海外の海峡横断道路等の計画立案策定・
実施に関する制度の研究に精通している。したがって、本業務
を的確かつ迅速に遂行することができる唯一の法人は、同法
人以外には無いことから、（財）海洋架橋・橋梁調査会と随意契
約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

5559 （財）国土技術研究センター
平成１７年度近畿の道路施策の
方向性に関する基礎的検討業
務（一式）

福岡彰三　近畿幹線調査事務所
大阪市福島区野田５－１７－２２

平成18年1月24日 25,200,000

　本業務は、成果主義型の道路行政への改革を進めるに当た
り、社会経済情勢の変化等に基づきメリハリの効いた道路政策
を展開していくため、社会経済情勢の変化等を経年的に整理
するとともに、近畿地方整備局管内において実施されている施
策の背景、　　実施状況及び課題等を整理し、その事後評価に
より今後管内において進めるべき道路施策の方向性を検討す
るために、基礎的な検討を行うものである。　本業務の実施に
当たっては、国土交通行政の道路政策や道路計画、地域振興
施策、さらには「社会資本重点整備計画」「成果主義に基づく道
路行政マネジメント」等の諸政策について豊富な知見を有して
いる必要がある。　（財）国土技術研究センターは、「地域整備、
都市整備、大規模プロジェクト等の構想及びマスタープラン等
の立案並びにこれらに必要な調査研究」「道路、河川、海岸、
都市施設、住宅等の整備、利用、保全その他の管理に関し、特
に高度かつ総合的な建設技術を要する調査研究」等の事業を
実施している公益法人である。　これまでに、幹線道路整備に
関する客観的評価手法、まちづくり事業に係る成果重視型の
評価手法調査、地域づくりに資する社会資本整備推進方策に
関する調査・検討等の、政策評価や道路行政マネジメントに関
する調査検討について、関係省庁からの　　受注実績を数多く
有しており、豊富な知識やデータ・ノウハウを蓄積するとともに、
高度な技術を有している。したがって、本業務を的確かつ迅速
に遂行することができる唯一の法人は、同法人　　以外には無
いことから、（財）国土技術研究センターと随意契約を行うもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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5560 （財）交通統計研究所
平成１７年度道路交通ｾﾝｻｽ営
業用車調査業務（一式）

福岡彰三　近畿幹線調査事務所
大阪市福島区野田５－１７－２２

平成17年8月18日 30,828,000

　本業務は、平成１７年度秋期に実施予定の道路交通センサス
ＯＤ調査の営業用車調査に関するデータ提供や営業用車の実
査及びその管理等を行うものであり、実査管理では、各調査主
体への調査方法の説明、調査票等の調査物件の提供、調査
後の　調査票の検査等を行うものである。
　本業務により得られるデータは、今後の道路計画、建設、管
理のための基礎資料となる交通流動解析や需要予測等各種
分析の根本となるデータであるため、調査にあたっては、確実
な調査能力が求められるとともに、営業用車での調査で取り扱
う情報は企業機密に属する情報であるため、取り扱いに対する
精通性、機密性に優れた、限られた機関のみで可能とされる。
　（財）交通統計研究所は、交通統計の理論及び方法の研究並
びに調査作成を行い交通統計の改善発達及びその普及を図っ
て交通事業の発展に貢献することを目的として設立された公益
法人であり、４０年以上にわたり交通統計に関する情報の収
集・整備のほか、交通統計調査の実施及び分析等について多
くの実績を有する財団である。
　また、交通運輸に関する業務知識、各種運輸関係報告帳票
に関する知識、バス・タクシー・トラック等の業界知識を十分持
ち、営業用車にかかわる道路交通センサス調査も過去数回に
わたって担当するなど、企画、実施時の指導、車両の運行経路
判定等の内容検査に関して精通し、調査対象車両の抽出業務
並びに調査項目の内容検査業務等の専門的な知識・能力を充
分保有している。よって、（財）交通統計研究所は、豊富な経験
と知識を有し、円滑かつ的確に実施することができる唯一の法
人であることから随意契約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他のもの －

5561 （財）自動車検査登録協力会
平成１７年度道路交通ｾﾝｻｽ自
家用車等抽出業務（一式）

福岡彰三　近畿幹線調査事務所
大阪市福島区野田５－１７－２２

平成17年8月18日 4,000,500

　本業務は、平成１７年度秋期に実施予定の道路交通センサス
ＯＤ調査における調査対象車両（軽自動車を除く）を自動車登
録ファイルから抽出し、保有台数表及び調査対象車両一覧表
の作成を行うものである。
　本業務により得られるデータは、今後の道路計画、建設、管
理のための基礎資料となる交通流動解析や需要予測等各種
分析の根本となるデータであるため、調査にあたっては、確実
な調査能力が求められるとともに、取り扱う情報（自動車登録
番号、登録年次、自動車の種別、使用の本拠、使用の本拠の
位置、使用者の氏名又は名称、使用者の住所ほか）は個人情
報・企業秘密に属する情報であるため、取り扱いに対する精通
性、機密性に優れた、限られた機関のみで可能とされる。
　（財）自動車検査登録協力会は、国が実施する自動車検査登
録行政に協力することにより、くるま社会の健全な発展に寄与
し、公共の福祉増進を図ることを目的として、自動車検査登録
行政の円滑な遂行に資するために設立された公益法人であ
る。
　従前より、公共の福祉の増進に資する活動として国土交通省
が承認した自動車検査登録情報のとりまとめを行っており、本
調査で取り扱う情報の自動車保有データを取り扱える唯一の
機関である。また、自家用車に係る道路交通センサス調査につ
いて、過去数回に亘って担当するなど、抽出作業の要領も熟知
している。
　よって、（財）自動車検査等登録協力会は、豊富な経験と知識
を有し、円滑かつ的確に実施することができる唯一の法人であ
ることから随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他のもの －



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5562
（社）全国軽自動車協会連合
会

平成１７年度道路交通ｾﾝｻｽ軽
自動車抽出業務（一式）

福岡彰三　近畿幹線調査事務所
大阪市福島区野田５－１７－２２

平成17年8月18日 3,024,000

　本業務は、平成１７年度秋期に実施予定の道路交通センサス
ＯＤ調査における調査対象車両（軽自動車）を自動車登録ファ
イルから抽出し、保有台数表及び調査対象車両一覧表の作成
を行うものである。
　本業務により得られるデータは、今後の道路計画、建設、管
理のための基礎資料となる交通流動解析や需要予測等各種
分析の根本となるデータであるため、調査にあたっては、確実
な調査能力が求められるとともに、取り扱う情報（自動車登録
番号、登録年次、自動車の種別、使用の本拠、使用の本拠の
位置、使用者の氏名又は名称、使用者の住所ほか）は個人情
報・企業秘密に属する情報であるため、取り扱いに対する精通
性、機密性に優れた、限られた機関のみで可能とされる。
　（社）全国軽自動車協会連合会は、軽自動車の盗難詐欺等に
よる不正届出及び不正検査申請等の防止対策を確立し、その
届出及び検査申請等の業務の健全化を図ることにより国の行
う行政に協力し、もって我が国のモータリゼーションの健全な発
達に寄与するとともに公共の福祉を増進することを目的に設立
された公益法人であり、本調査で取り扱う情報の軽自動車保有
データに関する業務（軽自動車販売・流通業務の健全化活動、
安全公害対策および流通保安対策の推進活動）を行っており、
本業務で必要な情報を取り扱える唯一の機関である。また、軽
自動車に係る道路交通センサス調査について、過去数回に
亘って担当するなど、抽出作業の要領も熟知している。
　よって、（社）全国軽自動車協会連合会は、豊富な経験と知識
を有し、円滑かつ的確に実施することができる唯一の法人であ
ることから随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

5563 （財）道路保全技術センター
平成１７年度路面下空洞調査業
務（一式）

山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成17年4月1日 63,850,500

　本業務の履行にあたっては、①道路の保全技術に精通する
とともに、一次調査結果に基づく異常個所の検出及び空洞可
能性の把握、ボーリング調査・孔内観察に基づく空洞の存在、
原因究明など空洞調査の技術・解析に専門知識を有している
②近畿地方における陥没原因などの究明に豊富な知識と実績
を有している 事が必要不可欠である。
　（財）道路保全技術センターは、道路保全技術に関する調査
研究、診断、技術開発等、効率的かつ合理的な保全技術の向
上を図り、道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向
上に寄与することを目的として設立された法人であり、路面下
空洞調査についても、道路調査車による調査結果を基に空洞
発生状況と原因を検討し、実際の運用面を考慮した実用的な
空洞調査手法を確立し、空洞調査マニュアル（案）を作成する
など空洞調査という特殊な技術に専門知識を有している。
　さらに、平成３年度から本業務を遂行しており、探査機器の操
作やデータの解析に専門的な知識や技術を有しているととも
に、地方整備局管内の陥没事故、現場状況に精通していること
からも、上記法人は本業務において必要となる技術的な知識、
経験、能力を有している唯一の団体であり、本業務に必要な上
記能力を有する者は、（財）道路保全技術センターをおいて他
にない。
　以上により、上記法人と随意契約を行うものである。
　（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）
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5564 （財）道路保全技術センター
平成１７年度舗装管理支援シス
テム管理運用等業務（一式）

山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成17年12月12日 26,460,000

本業務の実施にあたっては、舗装の維持管理に関する専門的
な知識と経験を有するとともに、①については、システム内容を
十分熟知し、かつ運用・更新についての専門的知識と経験を必
要とする。②については、近畿地整管内のアスファルト舗装に
熟知し、排水性舗装に関する知識と経験が必要である。
　（財）道路保全技術センターは、道路保全技術に関する調査
研究、開発に関する事業を行い、効率的かつ合理的な保全技
術の向上を図り、道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生
活の向上に寄与することを目的として設立された公益法人で、
道路管理業務全般に関する豊富な経験を有している。また、本
省、地方整備局、独立法人土木研究所から構成する「舗装管
理システム管理・運用委員会」の事務局を担当するとともに、シ
ステムの保守管理を行っていることに加えて、近畿地整管内に
おける排水性舗装について、平成11年度から追跡調査および
経年変化検討を行っているなど、近畿地整管内の排水性舗装
に関する豊富な知識と経験を有する。

したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足するも
のは（財）道路保全技術センターにおいて他にない。
　以上により、当該法人と随意契約をするものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

5565 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度橋梁点検支援業務
（一式）

山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成17年4月1日 14,595,000

　本業務の遂行にあたっては、道路橋の調査、施工、点検手
法・検査技術、補修・補強方法等、橋梁に関する総合的かつ高
度な知識と経験を有していることが必要である。（財）海洋架
橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関する技術、経
済、環境その他の問題についての調査研究、知識の普及等を
行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることによって、国民経済の
発達と国民生活の向上に寄与することを目的とした財団で、道
路橋の保全に関する高度な技術と豊富な実績を有する（財）道
路保全技術センターの橋梁部門を平成１６年度に移管し発足し
た組織であることから、道路橋に係わる調査・管理業務の高度
な知識・技術・情報と豊富な経験を有する唯一の公益法人であ
り、本業務に必要な上記能力を有する者は、（財）海洋架橋・橋
梁調査会において他にない。　以上により、当該法人と随意契
約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

5566 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度橋梁検査業務（一
式）

山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成17年6月7日 212,887,500

　本業務の遂行にあたっては、①道路橋の調査、設計、施工、
点検手法・診断技術、補修・補強方法等、橋梁に関する総合的
かつ高度な知識と豊富な経験を有していること。②橋梁に関す
る技術的知見（架橋当時の設計基準・損傷原因の推定・損傷
進行の可能性・環境条件等）に加えて行政的知見（優先順位を
考慮した補修時期等の判定）が必要であること。③営利を目的
としない公平中立の立場の者が判定を行う必要があること。
（財）海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関す
る技術、経済、環境その他の問題についての調査研究、知識
の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることによって、
国民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを目的とし
た財団である。そして当該財団は、道路橋に係わる調査・管理
業務の高度な知識・技術・情報と豊富な経験を有する唯一の公
益法人であり、本業務に必要な上記能力を有する者は他にな
い。以上により、当該法人と随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）
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5567 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度橋梁監視手法検討
業務（一式）

山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成17年12月26日 15,802,500

　本業務の履行にあたっては、下記に示す能力が必要である。
（１）橋梁の保全に関する高度な知識と経験と近畿地方整備局
管内橋梁の劣化状　況についての専門的知識
（２）公平・中立な立場による試験、検証、評価能力
　（財）海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関
する技術、経済、環境その他の問題についての調査研究、知
識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることによっ
て、国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的と
した財団法人である。また、近畿地方整備局管内における「橋
梁管理カルテ・橋梁検査業務」を受注し橋梁の劣化診断及びそ
の対策検討を行うなど管内橋梁の劣化状況についての専門的
知識を有している。そのため、同法人は
（１）橋梁の保全に関する高度な知識と経験と近畿地方整備局
管内橋梁の劣化状　況についての専門的知識を有している。
（２）業務遂行に必要な試験、検証、評価について公平性・中立
性を有してい　　る。
　以上により、本業務に必要な上記全ての能力を有する者は、
（財）海洋架橋・橋梁調査会をおいて他にないため、上記法人と
随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

5568 （社）雪センター
平成１７年度雪寒地域における
排水性舗装の性能検討業務（一
式）

山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成17年12月26日 7,665,000

　　　本業務の遂行にあたっては、積雪寒冷地域で道路や河川
等の整備や維持管理について、雪の特性に関する総合的かつ
高度な知識と豊富な経験を有していることが必要であると共
に、昨年度に道路舗装面に設置した塩分濃度センサーを、継
続使用して調査を行うものであり、当該設置機器に関する十分
な知識とノウハウを有している必要がある。
　　　社団法人　雪センターは、積雪寒冷地域において雪と寒さ
を克服し、安全で活力ある地域づくりのため、道路、河川等の
整備、維持管理に関し、克雪、利雪及び新雪等の雪に関する
総合的な調査、研究及び技術開発並びに情報の収集及び提
供を行っている。社団法人　雪センターは、積雪・寒冷対策の
調査・計画、技術開発、評価及び事業計画の立案など、積雪寒
冷地域での調査・管理業務の高度の知識、技術、情報と豊富
な経験及び、本業務で使用する計測機器等、及びデータ分析
等に関する十分な知識とノウハウを有する唯一の社団法人で
あり、本業務に必要な能力を有するのは、社団法人　雪セン
ターをおいて他にない。
　　　以上により、当該社団法人と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5569
（財）交通事故総合分析セン
ター

平成１７年度交通事故統合デー
タベース分析等業務
（一式）

山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成17年12月26日 44,415,000

（財）交通事故総合分析センターは、道路交通法により全国に
一に限って認められる「交通事故調査分析センター」に指定さ
れており、交通事故統計データ（警察庁所管）、センサスデータ
と統合した交通事故統合データベースなど交通事故に関する
データベースを適正に保有し、これらに基づき調査分析するこ
とのできる我が国で唯一の団体であるため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他のもの －
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5570 （財）道路保全技術センター
平成１７年度滋賀県内路上工事
マネージメント調査検討業務（一
式）

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成18年2月27日 5,040,000

  本業務は、路上工事縮減の取り組みについて、道路管理者、
公安委員会、占用企業者等から構成される「路上工事縮減対
策協議会（仮称）」の運営を行うとともに、路上工事の実態分析
及び縮減効果の評価検証を行うものである。
  本業務の履行にあたっては、道路施設管理、保全全般につい
て広範で専門的な知識を有し、路上工事縮減に関する情報に
精通している必要がある。また、協議会の運営にあたっては複
数の官・民を含む関係機関との調整が必要である。
  上記財団法人は、路上工事の工期短縮や工事に起因する渋
滞の緩和方法等について調査・研究をおこなっている。また、
全国各地において路上工事縮減に関する業務を担当している
など豊富な知識と実績を有している。
  以上のことから本業務を遂行できるのは、（財）道路保全技術
センター以外にないため随意契約をするものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

5571 （財）道路保全技術センター
道の駅高度情報化他検討業務
（一式）

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成18年1月23日 2,730,000

　(財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調
査・研究・技術開発や道路保全技術の指導・普及を行うことに
より道路の保全技術の向上を図り、道路交通の安全と円滑化
に貢献し、もって国民生活の向上に寄与することを目的として
設立された公益法人である。
　本業務は、今後の情報提供のあり方についての検討を行うも
のであることから、道路行政及び道路行政施策に関する知識
が　　　　　　　　必要であるとともに、道の駅における道路情報
提供の高度化に関する幅広い専門的な知識と道路利用者のニ
－ズの把握など総　　　　　　　　合的な視点からの分析評価が
必要である。同法人は、道の駅を活用した道路情報提供のあり
方に関する調査研究の一環として道の駅に関する各種情報を
収集・蓄積し、道の駅における高度情報化に関する調査・研究
を全国的に行っており、豊富なデ－タ－・知識を蓄積している唯
一の機関である。
  又、同法人は、「道の駅高度情報化他検討業務」を実施して
いることから、地域の実情にも精通している。
　よって、当該財団法人と随意契約を行うものである。

（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（企

画競争を実施）

5572 （財）河川情報センター 津波災害実地訓練検討業務
藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年5月31日 20,475,000

本業務を遂行するには危機管理に関する幅広い知識と経験、
さらには行政的な知見と判断を必要とするものである。 (財)河
川情報センターは、自然災害に関する情報の収集等に関する
技術開発等を行うことにより、情報管理及び提供の手法を確立
することを目的とされた公益法人である。上記法人は、各地整
や自衛隊等の実施した模擬演習計画立案を行う等その内容を
十分熟知し実行のできる唯一の組織である。よって、(財)河川
情報センターと随意契約を行うものである。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行（H19年度以降総
合評価による一般競

争に移行）

5573 （財）河川情報センター
レーダ雨量計発射電波の狭帯
域化対策検討業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年1月26日 9,030,000

　上記財団は、河川・流域情報の活用の促進に関する調査研
究、技術開発及びシステムの標準化並びにシステムの整備及
び管理を目的に設立された財団法人である。設置当初（昭和５
６年）からレーダ雨量計システムの一層の精度向上と、より高
度な情報の活用について調査研究を行い、各個別レーダのシ
ステムに係わる検討業務を実施しており、レーダ雨量計システ
ムに関する行政的視野にたった高度な知識を有する唯一の公
益法人であるため、当該法人と随意契約をするものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－

（H17年度限り）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5574 （財）河川情報センター 平成１７年度河川情報提供業務
藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 2,520,000

　本業務は、水防及び防災体制の早期確立、河川管理施設の
操作や迅速な災害対応、水文の監視等、近畿管内はもとより
近隣の水文情報を広域的に監視するために、河川情報セン
ターより河川情報の提供を受けるものである。
上記財団は、河川及びその流域に関する情報の収集・処理・加
工及び提供に関する調査研究と技術開発を目的に設立された
財団法人であり、全国の水文情報に精通しているとともに、国
土交通省や都道府県が有する河川情報データを一括共有管
理し、センター独自に構築した河川情報システムを、関係機関
等へ提供・運用している唯一の機関であるため、当該法人と随
意契約をするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－

（H17年度限り）

5575 （財）河川情報センター
平成１７年度水文観測データ品
質照査業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年7月1日 15,960,000

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

その他のもの
－

(随意契約によらざる
得ないもの)

5576 （財）河川情報センター
インターネットによる河川情報提
供業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 267,435,000

当該財団は河川情報提供システムの著作権を有している。ま
た、全国の大量の河川情報を一元的に提供する情報システム
について、代替性のない特定の知識等を有している。このため
当該財団はインターネットによる河川情報を提供出来る唯一の
者である。（会計法第２９条の３第４項、特例政令第１３条）

見直しの余地があ
るもの

①一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（２５６，２９５千円、Ｈ
19年度以降一般競争

入札に移行）
②随意契約によらざ
るを得ないもの（１１，

１４０千円）

5577 （財）河川情報センター
平成１７年度河川情報点検監視
業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 37,590,000

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

その他のもの
－

(随意契約によらざる
得ないもの)

5578 （財）河川情報センター
平成１７年度統一河川情報シス
テム運営支援業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年12月27日 11,655,000

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

－
(随意契約によらざる

得ないもの)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5579 （財）河川情報センター 平成17年度河川情報提供業務
河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年4月1日 1,890,000

　本業務は、河川情報の提供を受け、河川管理に資するもので
ある。河川管理に必要な防災情報については、国土交通省の
ホームページから川の防災情報や水文水質データベースなど
を通じて入手出来る環境が整いつつある。本業務は危機管理
の観点から、２重化機能として、防災体制の早期確立、河川管
理施設の操作及び工事施工管理に必要な河川情報の提供を
受けるものである。（財）河川情報センターは、河川及びその流
域に関する河川・流域情報の収集、加工及び提供を行うことに
より、水災害による被害の軽減並びに河川の適正な管理に資
することを目的にした国内唯一の財団法人である。河川情報を
提供できるのは、 上記センターを除いては無く、（財）河川情報
センターに随意契約することにより、本業務が円滑に且つ適切
に履行できると認められる。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－

（H17年度限り）

5580 （財）河川情報センター
瀬田川流量観測装置精度向上
検討業務

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年7月29日 12,285,000

本業務は、瀬田川洗堰の全開放流時において精度の高い放
流量観測システムづくりを目的とし、今年度は、精度検証実験
を行った上、システム精度の向上の 終検討を行い、平成18
年度の実用化を念頭に置いたシステムの改善方法を検討す
る。本業務は、平成16年度「瀬田川流量観測装置機能向上検
討業務」に引き続き、把握困難な瀬田川洗堰全開時の精度の
高い流量を連続的に把握することを目的とするものである。
（財）河川情報センターは日本国内の河川・流域情報の収集、
処理・加工、解析、保管及び提供に関する業務を幅広く行って
いるとともに、これらの調査研究及び技術開発を行い、その成
果を広く国・地方公共団体に提供することを目的として設置され
た財団である。具体的な業務内容としては、本省が設置してい
る「水文観測検討会」の運営及び実務作業や各地方整備局が
設置する「水文観測委員会」で直轄水文観測データーの高度
照査を担当するなどしている。本件のような通常の手法では流
量把握が困難なケースの検討においては、全国の河川の流量
観測に関する十分な知識と豊富な経験を有している必要があ
り、迅速、且つ、適正な業務を行える業者は上記の業者以外に
はない。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－

（H17年度限り）

5581 （財）河川情報センター 平成１７年度河川情報提供業務
松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年4月1日 1,890,000

○本業務は広範囲に収集された河川情報の提供を受け、水防
体制の早期確立・河川管理施設の的確な操作等万全を期すも
ので、当法人は河川・流域情報など的確かつ迅速な提供を行
い、水災害による被害の軽減、河川の適正な管理、利用の増
進を目的とする唯一の機関であり本業務の条件を満足させる
機関である。（会計法第２９条の３第４項） その他のもの

－
（H17年度限り）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5582 （財）河川情報センター 平成１７年度河川情報提供業務
吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年4月5日 3,150,000

（財）河川情報センターは、河川及びその流域に関する情報の
収集、処理、加工及び提供に関する調査研究及び技術開発を
行うことにより、情報管理及び情報提供の手法を確立し、その
成果を広く国民社会に活用し、もって水災害による被害の軽減
並びに河川の適正な管理及び利用の増進に資する事を目的と
して設立されたものであり、河川情報を収集整理、加工提供し
ているのは財団法人河川情報センターのみである。よって（財）
河川情報センターと随意契約を行うものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他のもの
－

（H17年度限り）

5583 （財）河川情報センター 淀川洪水対応演習実施業務
吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年6月15日 13,440,000

自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理
を行えるようにするためには、シナリオのない状況の中で臨機
の判断等の対処能力を向上させるための訓練が不可欠であ
る。
ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプ
レーヤーに分かれ、コントローラーから付与される状況に応じ
てシナリオを知らされていないプレーヤーがその場で判断し行
動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法
である。
当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について
著作権を有している。また、災害対応について、経験と代替性
のない特定の知識等を有する演習実施組織を擁する唯一の機
関である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

①一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（６，６９８千円、Ｈ19

年度以降一般競争入
札に移行）

②随意契約によらざ
るを得ないもの（６，７

４２千円）

5584 （財）河川情報センター 平成１７年度河川情報提供業務
松尾和巳　猪名川河川事務所
池田市上池田２－２－３９

平成17年4月1日 1,260,000

洪水時、渇水時等における対応を迅速かつ的確に行い適切な
河川管理を行うためには、直轄区域の水文データの他、流域
内の府県。各自治体を含めた総合的な情報を､流域内の関係
行政機関が迅速に共有することが必要である。標記業者は、
河川管理者や各自治体が保有する河川・流域の情報を総合し
て提供できる唯一の法人である。また、河川。流域情報の収
集、処理、加工および提供に関する調査研究や技術開発を行
うことにより、水災害による被害軽減、河川の適正管理、および
利用増進に資することを目的として設立された公益法人であ
り、河川情報に関して高度な知識と技術を有している。したがっ
て、本業務を円滑かつ適正に実施するため、（財）河川情報セ
ンターと随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他のもの
－

（H17年度限り）

5585 （財）河川情報センター 平成１７年度河川情報提供業務
後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年4月1日 1,707,300

本業務は、水防体制の早期確立・河川管理施設の操作等に万
全を期するために近畿管内の各河川、観測所の水位、雨量
データの提供を受けるものである。（財）河川情報センターは、
河川及びその流域に関する情報の収集、処理、加工、及び提
供に関する調査研究及び技術開発を行うことにより、情報管理
及び情報提供の手法を確立し、その成果を広く国民社会に活
用し、もって水災害による被害の軽減並びに河川の適正な管
理及び利用の増進に資することを目的に設立した公益法人で
ある。河川情報を収集整理加工し、近畿地方整備局内におい
ても十分な実績を持っており、提供しているのは河川情報セン
ター以外には無いため、随意契約するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他のもの
－

（H17年度限り）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）
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5586 （財）河川情報センター
加古川河川情報提供実施検討
業務

井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年12月22日 19,215,000

本業務は、当事務所が所有する雨量・水位・流量等の水文観
測データを用いた情報配信を行うものであり、これらに関連す
る業務の諸規定等に精通し、高度な技術と経験を必要とする。
　（財）河川情報センターは、昭和６２年以来、国土交通省等が
河川管理するために観測している雨量・水位・レーダ雨量等の
観測値を集約し、防災情報として、そのデータをリアルタイムに
市町村等に提供する唯一の機関であり、同センターはこれらに
関連する業務の諸規定に精通し、技術的経験も豊富でかつ熟
知した技術者を多く有している。　従って、当該業者以外には本
業務を効率的にかつ円滑に実施することは困難である。よっ
て、上記業者と随意契約するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他のもの
－

（H17年度限り）

5587 （財）河川情報センター 平成17年度河川情報提供業務
吉川　知弘　六甲砂防事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉東町
３－１３－１８

平成17年4月1日 1,890,000

六甲山系の関係自治体に上記財団の情報提供機器が配備さ
れており、出水時における防災体制時には、当事務所として、
これらの機関と情報を統一しておく必要がある。　上記財団は、
「河川・流域情報の収集、処理、加工、及び提供に関する調査
研究及び技術開発を行うことにより、情報管理及び情報提供の
手法を確立し、その成果を広く国民社会に活用し、もって水災
害による被害の軽減並びに河川の適正な管理及び利用の増
進に資すること」を目的に設立されており、上記財団以外には、
河川情報等の提供を行っているところがない。以上のことか
ら、上記財団法人と随意契約を締結するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他のもの
－

（H17年度限り）

5588 （財）河川情報センター 平成１７年度河川情報提供業務
大槻英治　和歌山河川国道事務
所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 2,520,000

本業務は、水防及び防災体制の早期確立、河川管理施設の操
作や迅速な災害対応、水文の監視等、近畿管内はもとより近
隣の水文情報を広域的に監視するために、（財）河川情報セン
ターより河川情報の提供を受けるものである。上記（財）河川情
報センターは、河川及びその流域に関する情報の収集、処理、
加工及び提供に関する調査研究と技術開発を目的に設立され
た財団法人であり、全国の水文情報に精通しているとともに、
国土交通省や都道府県が有する河川情報データを一括共有
管理し、センター独自に構築した河川情報システムを関係機関
等へ提供・運用している唯一の機関であるため、当該法人と随
意契約をするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－

（H17年度限り）

5589 （財）河川情報センター
紀の川浸水想定区域動的表示
システム構築業務

大槻英治　和歌山河川国道事務
所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年11月17日 2,835,000

本業務は、動く浸水想定区域ビューワの作成を行うものであ
る。当該財団は、動く浸水想定区域ビューワについて、開発者
として、代替性のない特定の知識等を有している唯一の者であ
る。（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争入札等に移

行
公募手続き
を導入

5590 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年4月1日 1,890,000

　上記法人は河川及びその流域に関する情報の収集、処理、
加工及び提供に関する業務を行っている。本業務内容の情報
を的確かつ瞬時に提供出来るところは上記法人を除いてはな
く、（財）河川情報センターに随意契約することにより本業務の
目的を得ることが出来ると認められるため。（会計法第２９条の
３第４項）

その他のもの
－

（H17年度限り）
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5591 （財）河川情報センター 平成１７年度河川情報提供業務

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年4月1日 1,890,000

河川防災において、降雨状況・台風規模や進路予想等の気
象・水象情報を正確でタイムリーに受信することが必要である。
上記法人は、河川及びその流域に関する情報の収集・処理・加
工及び提供する調査・研究及び技術開発を行うことにより、情
報管理及び情報提供の手法を確立し、その成果を広く国民社
会に活用し、もって水災害による被害の軽減並びに河川の適
正な管理及び利用の増進に資することを目的として設立され
た。当該法人は、これまでの実績から信頼が高く、河川行政に
関し精通し、的確　　　　　　　　な判断ができる熟練した技術者
を有し、本業務を遂行できる唯一の法人である。よって、本業
務を的確かつ誠実に履行できる上記法人と随意契約を行うも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－

（H17年度限り）

5592 （財）河川情報センター 平成１７年度河川情報提供業務
谷　﨑　保　木津川上流河川事
務所　三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 1,077,300

本業務の履行にあたっては、河川・流域総合情報システムのテ
レメータ雨量及び水位局の観測データを情報処理し提供するな
ど河川情報に関する専門的技術が不可欠である。（財）河川情
報センターは、河川及びその流域に関する情報の収集、処理、
加工及び提供等を行っている公益法人であり、河川情報に関
する専門的技術を有するとともに、河川・流域総合情報システ
ムを開発・作成及び情報提供を行っている。以上のことから、
（財）河川情報センターと随意契約し、円滑な業務実施を図る。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－

（H17年度限り）

5593 （財）河川情報センター
平成１７年度天ヶ瀬ダム等危機
管理演習検討その他業務

神矢　　弘　淀川ダム統合管理
事務所　大阪府枚方市山田池北
町１０－１

平成17年7月28日 18,375,000

自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理
を行えるようにするためには、シナリオのない状況の中で臨機
の判断等の対処能力を向上させるための訓練が不可欠であ
る。
ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプ
レーヤーに分かれ、コントローラーから付与される状況に応じ
てシナリオを知らされていないプレーヤーがその場で判断し行
動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法
である。
当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について
著作権を有している。また、災害対応について、経験と代替性
のない特定の知識等を有する演習実施組織を擁する唯一の機
関である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

①一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（９，１５７千円、Ｈ19

年度以降一般競争入
札に移行）

②随意契約によらざ
るを得ないもの（９，２

１８千円）

5594
（財）日本地下水理化学研究
所

平成１７年度豊岡盆地地盤環境
調査業務

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成18年2月21日 5,880,000

当該財団は、検討を進めるうえで不可欠な地下水流動シミュ
レーションモデルおよび三次元地質モデルの著作権を有してお
り、地下水の制御に関する高度かつ専門的な知識にも精通し
ていることから、本業務を実施し得る唯一の機関。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

5595
（財）日本地下水理化学研究
所

平成１７年度地下水有効利用検
討業務

久保田一　淀川水系総合調査事
務所  大阪市中央区大手前１－
５－４４大坂合同庁舎１号館 新
館３階

平成18年1月18日 9,135,000

当該財団は、検討を進めるうえで不可欠な地下水流動シミュ
レーションモデルおよび三次元地質モデルの著作権を有してお
り、地下水の制御に関する高度かつ専門的な知識にも精通し
ていることから、本業務を実施し得る唯一の機関。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入
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5596 （財）河川環境管理財団
平成17年度琵琶湖河川事務所
専門家グループ制度運営等検
討業務

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年5月10日 21,000,000

　本業務の執行にあたっては、各分野にわたる学識経験者か
らの指導・助言を的確に得るとともに、わかりやすくとりまとめる
必要があり、琵琶湖の歴史的な経緯と環境の変化及び河川生
態系に関する高度な知識・経験を有していることが必要であ
る。さらに、河川事業と生物のあり方に関する調査研究等に精
通・熟知し、且つ全国的な視野からの広範囲な知見を有してい
ることが不可欠である。(財)河川環境管理財団は、河川の自然
環境の保全、整備及び総合的な調査研究等、並びに河川・ダ
ム等に関する調査・試験・研究に対する助成等を行い、もって
国民の生活環境の向上に寄与することを目的に設立され、そ
の業務内容の中では、河川環境の整備と保全及び、河川敷地
の利用に関する総合的な調査研究、河川の自然環境の保全に
関する調査研究が大きな柱とされ、広く水辺空間に関する保
全・利用・整備について調査研究を行っている。上記法人は、
河川環境の整備・保全に関する調査研究に精通し、又、全国の
各河川は勿論のこと、近畿管内においても十分な実績があり、
さらに、本業務の遂行にあたっては、学識者との密接な連絡調
整が必要不可欠であることから、本業務を円滑かつ適切な履
行を確保するには、上記法人を除いては無く、(財)河川環境管
理財団と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

(H19年度以降総合評
価による一般競争に

移行）

5597 （財）河川環境管理財団
瀬田川・天ヶ瀬ダム再開発環境
専門家会議運営等検討業務

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年11月22日 4,777,500

本業務の執行にあたっては、瀬田川改修・天ヶ瀬ダム再開発
事業をわかりやすく取り纏めるほか、運用中である瀬田川洗
堰・天ヶ瀬ダムの経緯や堰・ダム管理と琵琶湖水位変動・ダム
貯水池運用方法等に精通した専門知識と、河川事業と生物の
あり方に関する調査研究等に熟知・精通していることが必要で
ある。また、各分野にわたる学識経験者からの指導・助言を得
ることが必要である。上記財団法人は、河川の自然環境の保
全・整備及び総合的な調査研究、河川・ダム等に関する調査・
試験・研究に対する助成等を行い、もって国民の生活環境の向
上に寄与することを目的に設立された公益法人であり、業務内
容は河川環境の整備と保全及び、河川の自然環境の保全に
関する調査研究等が大きな柱としている。また近畿において、
特に、平成１６年度からは「琵琶湖河川事務所専門家グループ
制度運営等検討業務」や「淀川環境委員会」の業務も実施して
おり、瀬田川から天ヶ瀬ダム湖、さらにその下流を含む河川環
境に関して熟知・精通しているほか、学識経験者の指導・助言
を得ることができる。以上の理由により、上記財団法人と随意
契約を行うものである。 （会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

(H19年度以降総合評
価による一般競争に

移行）

5598 （財）河川環境管理財団
平成１７年度淀川水防連絡会運
営補助業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年6月7日 1,627,500

本業務遂行にあたっては、業務内容を熟知していることはもち
ろん、各種業務の運営に精通していることが必要である。上記
の、（財）河川環境管理財団は、平成１６年度から淀川管内河
川レンジャー運営業務を実施し、河川レンジャー活動に関する
豊富な広報知識・資料や経験を有しており、また、同業務にお
いて各種運営業務を適切に実施している。以上の事から、本業
務を円滑かつ適切な履行を行う上で高度な知識と経験を有し
ている業者は上記以外になく、上記業者と随意契約を行うもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

(H19年度以降総合評
価による一般競争に

移行）
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5599 （財）河川環境管理財団
平成１７年度塔の島地区河道整
備計画検討業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年7月14日 45,517,500

本業務の実施に当たっては、当財団がこれまでの研究並びに
モデル河川での実践の中で蓄積してきた当財団が唯一所有す
る7０項目以上に及ぶ全国主要河川の「河川環境管理に関する
河道情報データベース」を活用し、他河川の事例・課題解決事
例を参考にしながら計画作りを実施することが必要。また、本
業務の実施に当たっては、河道管理に関する豊富な知見、高
度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分
野の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有す
ることが必要。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平
な検討が必要。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財
団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

5600 （財）河川環境管理財団
平成１７年度淀川管内河川レン
ジャー運営業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年4月1日 25,935,000

本業務の検討に当たっては、河川環境教育が先進的な取り組
みであることから、河川環境教育に関する豊富な経験、知識、
ノウハウ、国内外の実施状況、事例の情報を有していること、
「子どもの水辺再発見プロジェクト」の事務局である「子どもの
水辺サポートセンター」が設置され、これらを通じた様々なデー
タの蓄積や、市民団体、教育関係者等の意見を直接的に把握
できる情報収集能力が必要である。また、教育に関わる業務で
あることから、特定の主体に偏ることなく、中立・公平性を持っ
て業務を推進できることが必要である。従って当該業務の遂行
が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

(H19年度以降企画競
争を実施）

5601 （財）河川環境管理財団
平成１７年度三栖閘門管理室等
維持管理運営業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年4月1日 39,165,000

　本業務の遂行にあたっては、河川管理全般に関する知識、ノ
ウハウ、管理の経験実績が必要であると同時に当該地方の河
川の形態・特性や、河川の状態に影響する当該地方の気象状
況等に精通していることが重要となる。また報告内容が、行政
が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し中
立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務
の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

5602 （財）河川環境管理財団 平成１７年度堤防強化検討業務
吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年8月9日 22,575,000

本業務の遂行にあたっては、河川堤防に関する既往研究や過
去の破堤現象に係る分析等についての豊富な情報収集能力を
有するとともに、それらに関する高度な識見が不可欠である。
また、「淀川堤防強化研究会（仮称）」の運営を行い、河川工学
等の学識経験者の助言、指導を得ながら技術的検討を進めて
いく必要があることから、本業務の実施機関としては、中立性を
確保できるとともに、行政上の知識・経験も踏まえた上で総合
的な判断能力を有することを満たす必要がある。（財）河川環
境管理財団は、河川工学を専門とし、高度な識見を有する学識
者を多く擁し、それらについての研究実績が豊富であるととも
に、「淀川堤防強化検討委員会」の運営を行っていることから、
それらに関する検討経緯、内容について詳細に把握している。
さらに、学識経験者等により構成される委員会等についても数
多くの運営実績、成果があることから、本業務を遂行できる唯
一の公益法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

(H19年度以降総合評
価による一般競争に

移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5603 （財）河川環境管理財団
平成１７年度淀川ガイドマップ作
成構想検討業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年9月26日 30,450,000

本業務の実施に当たっては、河川環境管理に関する豊富な知
見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、
様々な分野の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能
力を有することが必要となる。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平
な検討が必要である。従って当該業務の遂行が可能なのは唯
一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

(H19年度以降企画競
争を実施）

5604 （財）河川環境管理財団
平成１７年度淀川中下流河川巡
視業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年4月1日 54,810,000

　都市部の大規模河川公園においては、出水時の公園施設の
撤去の有無・時期の判断、出水後の巡視による危険箇所点
検、流体力を有する水辺・水面の安全利用の確保（水面・水際
利用の可不可の判断）、様々な利用形態の調整の必要性な
ど、他の公園と異なり管理において特殊な技術を必要とする。
当財団は30年の河川公園管理の実績とノウハウを有しており、
過去の管理実績に基づく、多様なデーターベースにより様々な
事象の発生にも対応が可能であり、他の民間企業では有し得
ない技術である。
また巡視等の報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報
となることから、第三者に対し中立的立場で業務を遂行するこ
とが必要である。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当
財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

5605 （財）河川環境管理財団
平成１７年度木津川河床変動モ
デル調査検討業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年8月1日 55,650,000

本業務の実施に当たっては、当財団がこれまでの研究並びに
モデル河川での実践の中で蓄積してきた当財団が唯一所有す
る7０項目以上に及ぶ全国主要河川の「河川環境管理に関する
河道情報データベース」を活用し、他河川の事例・課題解決事
例を参考にしながらモデル作りを実施することが必要。また、本
業務の実施に当たっては、河道管理に関する豊富な知見、高
度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分
野の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有す
ることが必要。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平
な検討が必要である。従って当該業務の遂行が可能なのは唯
一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

5606 （財）河川環境管理財団
平成１７年度淀川生態環境調査
検討業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年4月26日 102,900,000

本業務は淀川の自然環境に配慮した河道整備計画を検討する
業務であり、その実施に当たっては、当財団がこれまでの研究
並びにモデル河川での実践の中で蓄積してきた当財団が唯一
所有する7０項目以上に及ぶ全国主要河川の「河川環境管理
に関する河道情報データベース」並びに全国約1000地点以上
の測定データによる「全国一級河川水質データベース」を活用
し、他河川の事例・課題解決事例を参考にしながら計画作りを
実施することが必要。また、本業務の実施に当たっては、河道
管理や水環境に関する豊富な知見、高度な技術、検討事例等
のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専門の学識者、専
門家からの広範な情報収集能力を有することが必要。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平
な検討が必要。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財
団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入
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5607 （財）河川環境管理財団
平成１７年度瓜破西地区植生調
査検討業務

元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成17年4月1日 \8,820,000

　当該法人は、河川環境の保全、整備及び総合的な調査研究
並びに、河川、ダム等に関する調査・試験・研究に対する助成
等を行い、もって国民の生活環境の向上に寄与することを目的
として、昭和５０年９月に設立された公益法人であり、事業とし
て、河川の自然環境の保全に関する調査研究等を実施し、国
土交通省の遂行する様々な業務に幅広く携わってきた実績が
ある。
　　また、当該法人は、近畿地方整備局管内における各水系に
於いて同種の調査を実施し豊富なデータを有し、かつ河川環境
に精通した行政経験者を有しており、本業務を遂行できる業者
は本財団をおいて他にない。従って本業務は（財）河川環境財
団と随意契約するのが適当である。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

(H19年度以降総合評
価による一般競争に

移行）

5608 （財）河川環境管理財団
平成１７年度猪名川自然再生検
討他業務

松尾和巳　猪名川河川事務所
池田市上池田２－２－３９

平成17年4月12日 71,190,000

本業務の実施に当たっては、河川環境管理に関する豊富な知
見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、
様々な分野の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能
力を有することが必要となる。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平
な検討が必要である。従って当該業務の遂行が可能なのは唯
一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（２
６，１９０千円、Ｈ19年
度以降一部一般競争
入札に移行）（４５，０
００千円、H19年度以
降一部企画競争に移

5609 （財）河川環境管理財団
平成１７年度加古川河道整備検
討業務

井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年4月1日 27,405,000

　
当法人は、設立の目的に「河川環境の保全、整備及び総合的
な調査研究等並びに河川、ダム等に関する調査・試験・研究に
対する助成等を行い、もって国民の生活環境の向上に寄与す
る」としており、目的を達成するために、以下の項目について調
査研究を行っている。
（１） 河川環境の整備と保全及び河川の利用に関する総合的
な調査研究
（２） 河川の自然環境の保全に関する調査研究
（３） 河川の水環境の保全に関する調査研究
（４） 河川環境に資する河川の維持管理に関する調査研究
よって、本業務の主目的である環境調査計画および環境保全
対策について十分に執行能力がある。なお淀川水系において
も同様の業務経験がある。
本業務を遂行する上で、特に掘削に伴う環境保全対策の立案
が重要であり、掘削後の河床変動・土砂移動予測を検討し適
切な評価が必要なことから、河川環境に関する総合的かつ高
度な検討能力を要するものである。さらに、全国の河川で展開
している環境保全策を熟知し、加古川に適した環境対策を提案
できるのは、当法人以外には極めて困難である。よって、当法
人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

(H19年度以降総合評
価による一般競争に

移行）

5610 （財）河川環境管理財団
大滝ダム記念行事開催運営業
務

細川　雅　紀の川ダム統合管理
事務所　五條市三在町1681

平成17年12月8日 7,770,000

上記法人は、河川環境の保全、整備及び総合的な調査研究等
並びに河川、ダム等に関する調査・試験・研究に対する助成等
を行う他、河川管理施設の総合的な維持管理等を目的に設立
されたもので、当核施設の運営管理はもちろんのこと、近畿管
内の類似施設の運営管理を行っており、河川管理施設の効率
的・効果的な運営管理手法のノウハウに関し、高い実績と経験
を有する。また、上記法人は、開館当初から１０年に渡り、毎
年、当核施設の管理運営に携わっており、館内の諸設備の仕
様や機能はもちろんのこと、記念行事の進行管理に不可欠な
安全管理に精通している。このような業者は、上記法人以外に
はない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
(H19年度以降総合評
価による一般競争に
移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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5611 （財）河川環境管理財団
平成１７年度大滝ダム展示施設
運営業務

細川　雅　紀の川ダム統合管理
事務所　五條市三在町1681

平成17年4月1日 37,065,000

　本業務は施設管理を行うとともに、当該施設を活用した河川
環境教育を実施するものである。の遂行にあたっては、河川管
理全般に関する知識、ノウハウ、管理の経験実績が必要であ
ると同時に当該地方の河川の形態・特性や、河川の状態に影
響する当該地方の気象状況等に精通していることが重要とな
る。また報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となる
ことから、第三者に対し中立的立場で業務を遂行することが必
要である。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団の

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（９，０００千円、Ｈ19
年度以降一般競争入
札に移行）
（２８，０６５千円、H19
年度以降企画競争に

5612 （財）河川環境管理財団
平成１７年度新宮川水系自然環
境把握業務

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年11月11日 16,800,000

本業務の実施に当たっては、河川環境管理に関する豊富な知
見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、
様々な分野の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能
力を有することが必要となる。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平
な検討が必要である。従って当該業務の遂行が可能なのは唯
一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

(H19年度以降企画競
争を実施）

5613 （財）河川環境管理財団 平成１７年度河川環境検討業務
谷　﨑　保　木津川上流河川事
務所　三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年5月30日 23,415,000     

本業務の実施に当たっては、当財団がこれまでの研究並びに
モデル河川での実践の中で蓄積してきた当財団が唯一所有す
る7０項目以上に及ぶ全国主要河川の「河川環境管理に関する
河道情報データベース」を活用し、他河川の事例・課題解決事
例を参考にしながら計画作りを実施することが必要。また、本
業務の実施に当たっては、河道管理に関する豊富な知見、高
度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分
野の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有す
ることが必要。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平
な検討が必要。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財
団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

5614 （財）河川環境管理財団
平成１７年度淀川三川環境実態
調査業務（一式）

東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年5月25日 2,625,000

 本業務の実施にあたっては河川環境の整備および保全に対
する総合的な知識が必要とされる。
 （財）河川環境管理財団は、自然にやさしい河川環境の創出、
河川敷地の整備、水質の保全をはかるとともに、河川の美化・
愛護活動を広め、豊かな河川環境づくりを進め、生活環境の向
上に寄与することを目的に設立された公益法人である。その業
務内容は、河川環境の保全・整備や河川敷地の利用などに関
する総合的な調査研究、河川敷地内の公園・緑地・運動場など
の整備および維持管理、川の緑地維持への協力、河川美化・
愛護についての啓発活動、河川整備基金による助成事業等、
多岐に亘っており、近畿管内においても十分な実績を持ってい
る。
 また、財）河川環境管理財団は、淀川水系において環境調査
および環境対策検討等を実施しており、淀川水系の状況にも
詳しく、平成８年度から淀川三川環境実態調査業務を実施して
おり業務内容について熟知している。
   これらの知識・実績・信頼性は本業務の遂行上、不可欠なも
のであり、管内において（財）河川環境管理財団以外に該当す
るところはない。したがって、当該法人と随意契約を行うもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

(H19年度以降総合評
価による一般競争に

移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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5615 （財）河川環境管理財団
京都南道路木津川橋上部工事
環境検討業務（一式）

丹羽克彦　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年9月27日 3,465,000

  （財）河川環境管理財団は、自然にやさしい河川環境の創
出、河川敷地の整備、水質の保全をはかるとともに、河川の美
化・愛護活動を広め、豊かな河川環境づくりを進め、生活環境
の向上に寄与することを目的に設立された公益法人である。そ
の業務内容は、河川環境の保全・整備や河川敷地の利用など
に関する総合的な調査研究、河川敷地内の公園・緑地・運動
場などの整備および維持管理、川の緑地維持への協力、河川
美化・愛護についての啓発活動、河川整備基金による助成事
業等、多岐に亘っており、近畿管内においても十分な実績を
持っている。
　業務の実施にあたっては河川環境の整備および保全に対す
る総合的な知識が必要とされるもので、（財）河川環境管理財
団は、淀川水系において環境調査および環境対策検討等を実
施しており、淀川水系の状況にも詳しく、平成８年度から淀川三
川環境実態調査業務を実施しており業務内容について熟知し
ている。
　 これらの知識・実績・信頼性は本業務の遂行上、不可欠なも
のであり、管内において（財）河川環境管理財団以外に該当す
るところはない。したがって、当該法人と随意契約を行うもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

(H19年度以降総合評
価による一般競争に

移行）

5616 （財）河川環境管理財団
平成１７年度淀川河川公園維持
管理業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 1,076,399,100

　都市部の大規模河川公園においては、出水時の公園施設の
撤去の有無・時期の判断、出水後の巡視による危険箇所点
検、流体力を有する水辺・水面の安全利用の確保（水面・水際
利用の可不可の判断）、様々な利用形態の調整の必要性な
ど、他の公園と異なり管理において特殊な技術を必要とする。
当財団は30年の河川公園管理の実績とノウハウを有しており、
過去の管理実績に基づく、多様なデーターベースにより様々な
事象の発生にも対応が可能であり、他の民間企業では有し得
ない技術である。
また巡視等の報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報
となることから、第三者に対し中立的立場で業務を遂行するこ
とが必要である。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当
財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（２
８４，４１８千円、Ｈ19
年度以降一般競争入
札に移行）

公募手続き
を導入（７９
１，９８１千
円）

5617
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

平成１７年度ダム管理情報提供
及び検討業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年11月22日 23,625,000

ダム管理情報のweb公開システム開発に当たっては、ダム貯
水位・流入量・水利用状況等、全国的に統一したＤＢスが必要
であるため、全国の直轄・水機構ダムのこれらのダム諸量ＤＢ
を利用することが必要不可欠である。WECの保有するこれらの
ＤＢは、信頼性の高いデータ処理を長期にわたり構築されたも
のであり、その情報量・精度の面で唯一信頼のおけるものであ
る。また、関係する学識経験者等との協力のもとに蓄積された

新情報を管理できる豊富知識・経験・能力を有し、中立・公平
性の立場から信頼性の高いデータ処理・分析能力が必要であ
る。ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力
を有しており、上記の理由から本業務の目的を達成できる唯一
の機関である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入
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5618
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

ダム本体改造工事に関する貯水
池運用等検討業務

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年6月7日 10,290,000

ダム本体の改造工事に関する貯水池運用マニュアル検討にお
いては、改造工事の工程並びに危機管理対応を考慮した上
で、適正かつ効率的な運用方法についての検討が必要である
ため、「ダム貯水池運用ＤＢ」および「ダム・堰ゲート異常動作Ｄ
Ｂ」を用いることが必要不可欠である。ＷＥＣが保留するこれら
のＤＢは、長期間にわたる調査・研究の実績の中から構築され
たものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるもの
である。
また、関係する学識経験者等のネットワークを生かした情報収
集能力、また特定の知識・経験・能力を有し、行政上の政策課
題として公平・中立の立場で評価した検討を行う必要がある。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を
有しており、上記の理由から本業務の目的を達成できる唯一の
機関である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

5619
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

平成17年度瀬田川洗堰危機管
理マニュアル検討業務

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成18年2月7日 9,135,000

堰の危機管理マニュアル検討においては、全国のダム・堰にお
ける異常作動事例を分析した上で危機管理項目並びにその対
応について検討する必要があるため、「ダム・堰ゲート異常作
動ＤＢ」を用いることが必要不可欠である。ＷＥＣが保留するこ
のＤＢは、長期間にわたる調査・研究の実績の中から構築され
たものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるもの
である。
また、関係する学識経験者等のネットワークを生かした 新の
情報収集及び分析能力、ダム管理用制御処理設備設計仕様
等の特定の知識・経験・能力を有し、行政上の政策課題として
公平・中立の立場で評価した検討を行う必要がある。ＷＥＣは、
専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有してお
り、上記の理由から本業務の目的を達成できる唯一の機関で
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

5620
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

大戸川ダム水環境とりまとめ業
務

脇坂安彦　大戸川ダム工事事務
所　大津市大萱１－１９－３２

平成17年6月17日 10,815,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入
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5621
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

平成１７年度足羽川ダム環境影
響予備検討業務

岩崎福久　足羽川ダム工事事務
所
福井市成和１丁目２１１１

平成17年12月7日 39,585,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

5622
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

真名川ダム管理用制御処理設
備設計業務

中村　甚一　九頭竜川ダム統合
管理事務所　福井県大野市中野
２９－２８

平成17年7月19日 18,900,000

ダム管理用制御処理設備の設計に当たっては、 新のダム管
理用制御設備設計手法に基づいて、適正かつ効率的な設計仕
様の検討が必要であるため、「ダム管理用制御設備設計ＤＢ」
を用いることが必要不可欠である。ＷＥＣが保留するこのＤＢ
は、長期間にわたる調査・研究の実績の中から構築されたもの
であり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるものであ
る。
また、制御処理施設に係わる高度な知識、技術力を有し、さら
に、 新の標準設計仕様のマニュアルに基づき、公平・中立の
立場で評価した検討を行う必要がある。ＷＥＣは、専門的な知
識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理
由から本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

5623
（財）リバーフロント整備セン
ター

琵琶湖･野洲川自然再生計画検
討業務

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年7月19日 43,680,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入
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5624
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度淀川生態学術研究
調査検討業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年9月13日 44,625,000

本業務は、淀川の支川木津川において実施した河川改修事業
が河川環境に与える影響を把握し、今後の河川環境に配慮し
た計画、工事、管理に反映させるものである。検討にあたって
は、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、河川生
態について全国の情報を保有し、そのデータから河道特性と河
川生態についての関係を体系的に整理したデータを保有して
いる必要があるが、そのようなデータを有しているのは当法人
が唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立
場が必要であり、これらの条件を満たすのは当該財団以外に
ない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

5625
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度大和川沿川整備推
進方策検討業務

元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成17年9月8日 41,475,000

本業務は、大和川における高規格堤防整備の推進方策を検討
するものである。高規格堤防は、都市整備と河川整備とが一体
となった整備であり、それぞれの制度に精通しているだけでな
く、共同事業実施上の課題や様々な問題に対しての対処策を
把握している必要がある。検討にあたっては、多くの知識と高
度な技術力が必要であるとともに、今日までの高規格堤防整備
の事例データを保有し、そのデータからあらゆる課題及びその
対応方策を分析、整理してデータとして保有している必要があ
るが、そのようなデータを有しているのは当法人が唯一である。
また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であ
り、これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

5626
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度円山川自然再生に
関わる評価分析検討業務

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年11月21日 58,065,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

5627
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度九頭竜川自然再生
計画検討業務

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年8月17日 11,390,000

本業務は、九頭竜川の自然再生計画の策定を行うものであ
る。検討にあたっては、多くの知識と高度な技術力が必要であ
るとともに、河川生態について全国の情報を保有し、そのデー
タから河道特性と河川生態についての関係を体系的に整理し
たデータを保有している必要があるが、そのようなデータを有し
ているのは当法人が唯一である。また、検討にあたっては、厳
格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満たすの
は当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
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契約を締結した日
契約金額
（円）
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緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5628
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

平成17年度瀬田川水系砂防総
合土砂管理検討業務

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年6月21日 17,955,000

本業務の実施にあたっては、瀬田川流域の砂防事業や地域特
性に熟知しているとともに、土砂移動形態の評価と対策工法な
どの技術的課題や、環境・土地利用の面からの地域社会への
影響評価など、幅広い観点からの総合的な検討が必要であ
る。
当該機関は、「砂防基本計画策定マニュアル(案)」の策定およ
び砂防基本計画立案に関わる全ての業務に携わっており、時
間的な土砂移動現象を評価でき、かつ砂防施設の効果の評価
が可能な一次元河床変動シミュレーションプログラムを有して
いる等、高度な知識、技術を有している。また、当該機関は土
砂災害に関する業務上必要なデータベースを保有している。さ
らに、新砂防基本計画の検討を行うためには、環境・土地利用
の面からの地域社会への影響評価など、幅広い観点からの総
合的な検討が必要である。当該機関は、行政補助として砂防
行政を熟知し、中立・公平な立場を有し、本業務を的確かつ円
滑に遂行することのできる機関である。当該機関は上記能力を
有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

5629
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

亀の瀬地すべり安定度解析検
討業務

元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成17年7月11日 26,355,000

本業務は、大和川河川改修が亀の瀬地すべり末端部斜面の
安定度に与える影響を検討するものである。
本業務の遂行にあたっては、大規模かつ複雑な発生機構を有
する地すべりについて、精度のよい安定度評価手法や総合的
な解析および判断ができる高度な技術、経験をもっていること
が必要である。
当該機関は、全国全ての直轄地すべり対策事業の基本計画立
案、地すべり機構解析や対策工効果判定に関わる業務に携
わっており、地すべりに関する豊富なデータベースを有し、複雑
な地すべり機構に関する総合的な解析に必要な地すべりに関
するデータベースを活用することができる等、高度な知識、経
験を有している。当業務の遂行にはそのデータベースの活用
が必要不可欠である。また、直轄地すべり対策事業の概成判
断に関する基準となる「直轄地すべり防止工事の完了の考え
方」の作成に携わった高い技術と知識を有する。当該機関は、
当地区の地すべり対策の経緯にも精通しているとともに、当地
区の地すべりの安定度評価に必要な地すべり現象の任意の移
動方向を評価することができる三次元安定解析プログラムを開
発し、地すべりの機構解析や安定度評価について、高度な知
識、経験を有するとともに、行政的な中立性・公平性を有する。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行
う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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5630
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

亀の瀬地すべりＦＥＭ解析検討
業務

元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成17年11月1日 37,800,000

本業務は、大和川河川改修が亀の瀬地すべり末端部斜面の
安定度に与える影響を検討するものである。
本業務の遂行にあたっては、大規模かつ複雑な発生機構を有
する地すべりについて、精度のよい安定度評価手法や総合的
な解析および判断ができる高度な技術、経験をもっていること
が必要である。
当該機関は、全国全ての直轄地すべり対策事業の基本計画立
案、地すべり機構解析や対策工効果判定に関わる業務に携
わっており、地すべりに関する豊富なデータベースを有し、複雑
な地すべり機構に関する総合的な解析に必要な地すべりに関
するデータベースを活用することができる等、高度な知識、経
験を有している。当業務の遂行にはそのデータベースの活用
が必要不可欠である。また、直轄地すべり対策事業の概成判
断に関する基準となる「直轄地すべり防止工事の完了の考え
方」の作成に携わった高い技術と知識を有する。当該機関は、
当地区の地すべり対策の経緯にも精通しているとともに、当地
区の地すべりの安定度評価に必要な地すべり現象の任意の移
動方向を評価することができる三次元安定解析プログラムを開
発し、地すべりの機構解析や安定度評価について、高度な知
識、経験を有するとともに、行政的な中立性・公平性を有する。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行
う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

5631
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

平成１７年度六甲山系砂防基本
計画検討業務

吉川　知弘　六甲砂防事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉東町
３－１３－１８

平成18年8月24日 23,415,000

　本業務は、六甲山系を始めとする近畿地整管内の直轄砂防
事業実施水系における砂防基本計画を検討するものである。
阪神淡路大震災以降の土砂生産環境の変化を考慮するととも
に、樹林による土砂生産抑制効果等を評価した上で、中小降
雨から大規模降雨時の生産土砂量及び流出土砂量を検討し、
土砂処理方針等を検討するものである。
本業務の実施に当たっては、砂防計画論並びに土石流対策全
般について熟知するとともに、大規模地震による土砂生産への
影響を定量的に評価するなどの高度な技術力と知識を必要と
する。
当該機関は、阪神淡路大震災と地すべりやがけ崩れ等土砂災
害の発生に関する機構解析を行い、それらの結果を豊富な
データベースとして保有するとともに、業務上必要な近畿地方
整備局管内の土砂災害のデータを含むデータベースを有して
いる。また中越地震において地震及びその後の降雨による土
砂災害の発生の機構解析や対策施設の効果判定を行うなど、
地震と土砂災害に関する高度な技術と知識を有しているととも
に、「砂防基本計画策定マニュアル(案)」の策定や砂防基本計
画立案に関わる全ての業務に携わっており、高度な知識、経験
を有している。また、行政的な中立性・公平性を有している。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行
う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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5632
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

平成１７年度真名川流域土砂移
動実績検討業務

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年7月29日 19,845,000

本業務は、真名川砂防管内における砂防基本計画を策定する
もので、真名川ダム貯水池上流域における長期的な土砂移動
の予測を行い計画シナリオを検討するとともに、これまでの砂
防事業について効果評価を行うものである。
本業務の実施にあたっては、真名川流域の砂防事業や地域特
性に熟知しているとともに、土砂移動形態の評価が必要とな
る。
当該機関は、「砂防基本計画策定マニュアル(案)」の策定およ
び砂防基本計画立案に関わる全ての業務に携わっており、時
間的な土砂移動現象を評価でき、かつ砂防施設の効果の評価
が可能な一次元河床変動シミュレーションプログラムを有して
いる等、高度な知識、技術を有している。また、当該機関は業
務上必要な土砂災害に関するデータベースを保有している。さ
らに、新砂防基本計画の検討を行うためには、環境・土地利用
の面からの地域社会への影響評価など、幅広い観点からの総
合的な検討が必要である。当該機関は、行政補助として砂防
行政を熟知し、中立・公平な立場を有し、本業務を的確かつ円
滑に遂行することができる機関である。当該機関は上記能力を
有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

5633
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

瀬田川砂防管内歴史的砂防施
設保存管理計画検討業務

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年6月28日 18,060,000

当該業務は瀬田川流域における登録有形文化財等歴史的砂
防施設について、砂防計画上求められる砂防設備の機能維
持・保全と、管理瑕疵とならないよう公物として具備すべき安全
性の確保について手引きを策定するものである。当該業務を遂
行するにあたっては、瀬田川水系における歴史的砂防施設に
係る専門的知識とともに、①空石積み等の歴史的砂防施設に
関する代替性のないデータベース、②歴史的砂防施設に係る
調査、保全、修復技術等に関する高度の専門性、並びに③中
立性・公平性等が必要である。当該機関は上記能力を有する
唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

5634
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

六甲山系砂防ボランティア活動
検討業務

吉川　知弘　六甲砂防事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉東町
３－１３－１８

平成17年7月11日 37,590,000

当該業務は、大規模土砂災害時に事務所（当該業務発注者）
が具体的に執るべき行動をとりまとめた手引き書を作成するも
のである。当該業務を実施するに当たっては、当該機関が著作
権を有する「大規模な天然ダムの形成・決壊を対象とした異常
土砂災害対応マニュアル（案）」（登録番号：第30980号の1）を
当該事務所管内の状況に応じて修正するとともに、当該機関
の有する関連論文を砂防学会紙等に投稿し当該機関技術者
が書籍「天然ダムと災害」を執筆するなど、土砂災害に対する
危機管理に関する代替性のない知識及び中立性・公平性が必
要である。当該機関は上記能力を有する唯一の機関であり、随
意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－

(随意契約によらざる
得ないもの)
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5635
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

平成１７年度六甲山系グリーン
ベルト景観評価検討業務

吉川　知弘　六甲砂防事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉東町
３－１３－１８

平成17年8月30日 43,575,000

当該業務は、六甲山系において、土砂災害警戒区域等の保全
対象情報をもとに景観評価を行い、ハード・ソフトのバランスを
考慮した事業優先箇所の選定や事業展開手法の検討を行うも
のである。当該業務を遂行するにあたっては、①当該機関が開
発し所有する「土砂災害危険区域設定システム」（特許出願中）
を活用し、土砂災害の危険性のある地区を正確かつ公平に抽
出する高度な知識、②樹林整備等に関する専門的な知識、並
びに③中立性・公平性等が必要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行
う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

5636
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

六甲山系グリーンベルト公物管
理検討業務

吉川　知弘　六甲砂防事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉東町
３－１３－１８

平成17年9月7日 24,465,000

当該業務は、公物管理のあり方が問われるなか、六甲山系に
おいて、管理瑕疵を問われないための砂防設備の設備管理、
巡視点検、安全利用点検に関する要領・マニュアル等の素案
の検討を行うものである。当該業務を遂行するにあたっては、
六甲砂防管内における砂防事業に係る専門的な知識ととも
に、①国家賠償法及び民法に規定される公の営造物・工作物
の定義に関する学説・理論の整理や、その設置・管理瑕疵等に
関する砂防の公物管理に必要な専門知識、②国が関与した砂
防に関する全ての過去の判例やその関連資料に関する代替
性のないデータベース、並びに③中立性・公平性等が必要であ
る。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行
う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

5637
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

平成１７年度六甲山系グリーン
ベル整備事業経済効果検討業
務

吉川　知弘　六甲砂防事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉東町
３－１３－１８

平成17年10月24日 19,845,000

当該業務は、六甲山系において、土砂災害警戒区域等の保全
対象情報をもとに事業経済効果を検討し、ハード・ソフトのバラ
ンスを考慮した事業優先箇所の選定や事業展開手法の検討を
行うものである。当該業務を遂行するにあたっては、①当該機
関が開発し所有する「土砂災害危険区域設定システム」（特許
出願中）を活用し、土砂災害の危険性のある地区を正確かつ
公平に抽出する技術、②全国の都市山麓グリーンベルトに関
するデータベースや、その基本方針の作成等に関する専門的
な知識、並びに③中立性・公平性等が必要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行
う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

5638 （社）日本河川協会
平成１７年度オーラルヒストリー
編集業務

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年6月1日 14,700,000

河川協会は、河川及び流域に係る歴史・文化・環境・経済など
の河川行政に関するデータベースを保有。特に河川行政にか
かる歴史的変遷については、予算、施策、事業等に関する情
報に関し、昭和１７年以来のデータベースを我が国で唯一保
有。また、河川に関わる専門知識を有する者の人的ネットワー
クとしては、特に昭和初期以降から高度成長期に係るものにつ
いて、ネットワークを有する唯一の機関である。本業務を実施
するためには右記データベースの使用が不可欠であるとともに
平成１５年度から委員会を設置して実施しているが、委員会の
構成及び委員会でのシナリオの組み立ては、人的ネットワーク
を通じたインタビューに基づき時代背景調査と関連する河川行
政情報を元に成り立っており、本業務を実施し得る唯一の機関
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
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5639 （社）淡水生物研究所
平成17年度琵琶湖生物調査作
業

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年5月27日 21,787,500

本業務の実施に当たっては、琵琶湖固有種を含め様々な種が
対象とした琵琶湖の生物の同定の技術が必要であるが、当該
技術はまだ一般化されておらず、技術の習得に長期間の経験
を要する。また、ミクロな生物データを解析する上で同じ手法で
継続した調査、データの蓄積が求められるとともに、水質等と
の関連性の分析のために複数分野の有識者との協働が必要
である。また、国家的課題である琵琶湖の水環境保全施策の
検討の基礎資料となることから中立・公平な立場での検討が必
要である。
同法人は、魚類、底生生物、プランクトンのほか水質や底質に
関する分析者を有することはもとより、大学や他の研究機関と
の協力体制が確立され安定した解析が可能であるとともに琵
琶湖のプランクトンについて全域調査研究を昭和５１年から毎
年実施し、生物学的水質調査法を用いて、30数年来、わが国
の河川の調査・研究を進めた結果の全国唯一のデータベース
を有している。また、同じ手法で分析を行っており安定したデー
タの確保が可能であるなど、本業務にてもとめられる同定と定
量に関する知識と経験を有し、公益法人として中立公平な検討
が可能である。以上から、同法人は本業務を実施できる唯一の
団体である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

5640 （社）淡水生物研究所
平成１７年度天ヶ瀬ダム湖生物
調査業務

上下　芳夫　淀川ダム統合管理
事務所　大阪府枚方市山田池北
町１０－１

平成17年4月1日 6,615,000

本業務の実施に当たっては、琵琶湖固有種を含め様々な種が
対象とした琵琶湖の生物の同定の技術が必要であるが、当該
技術はまだ一般化されておらず、技術の習得に長期間の経験
を要する。また、ミクロな生物データを解析する上で同じ手法で
継続した調査、データの蓄積が求められるとともに、水質等と
の関連性の分析のために複数分野の有識者との協働が必要
である。また、国家的課題である琵琶湖の水環境保全施策の
検討の基礎資料となることから中立・公平な立場での検討が必
要である。
同法人は、魚類、底生生物、プランクトンのほか水質や底質に
関する分析者を有することはもとより、大学や他の研究機関と
の協力体制が確立され安定した解析が可能であるとともに琵
琶湖のプランクトンについて全域調査研究を昭和５１年から毎
年実施し、生物学的水質調査法を用いて、30数年来、わが国
の河川の調査・研究を進めた結果の全国唯一のデータベース
を有している。また、同じ手法で分析を行っており安定したデー
タの確保が可能であるなど、本業務にてもとめられる同定と定
量に関する知識と経験を有し、公益法人として中立公平な検討
が可能である。以上から、同法人は本業務を実施できる唯一の
団体である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

5641 （社）雨水貯留浸透技術協会
雨水浸透施設の設置基準等の
調査検討業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年1月17日 29,925,000

本業務は、「雨水浸透技術指針案　調査・計画編」の改訂に資
する検討を行うものである。また、本業務を実施するにあたって
は、雨水貯留浸透技術に関する広範なデータを必要とし、これ
らのデータを体系的に保有し収集する必要がある。さらに指針
案策定にあたっては、特定の技術や企業からは異なる公平か
つ中立な立場での実施が必要不可欠である。上記の条件を満
たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5642 （社）雨水貯留浸透技術協会 調整池改善集約化検討業務
藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年1月17日 24,664,500

本業務は、「特定都市河川浸水被害対策法」の施行に伴う調整
池の機能保全および機能強化に資するガイドライン作成に向
けての検討である。また、本業務を実施するにあたっては、雨
水貯留浸透技術に関する広範なデータを必要とするが、これら
のデータを体系的に保有し収集する必要がある。さらにガイドラ
イン作成にあたっては、特定の技術や企業からは異なる公平
かつ中立な立場での実施が必要不可欠である。上記の条件を
満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

5643
（社）河川ポンプ施設技術協
会

平成１７年度排水機場高度化検
討業務

山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成17年10月17日 9,975,000

本業務は、大形排水機場の高流速化技術、遠隔化技術、有効
活用等の高度化とコスト縮減を検討するものであり、排水ポン
プ設備や排水機場の技術基準や取扱要領に精通する等幅広
く、多くの知識と高度な技術力が必要である。また本業務の実
施にあたっては、排水機場に関する広範な情報を必要とし、こ
れらのデータを体系的に保有し収集する必要がある。さらにコ
スト縮減等の検討にあたっては、特定の技術や企業からは異
なる公平かつ中立な立場での実施が必要不可欠である。この
ような理由から単なる価格競争には馴染まない。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

5644 三菱電機（株） 平成１７年度マグネトロン他製造
神矢　　弘　淀川ダム統合管理
事務所　大阪府枚方市山田池北
町１０－１

平成17年12月27日 10,500,000

マグネトロンとＴＲリミッタは、既設雨量レーダ観測装置の送受
信装置に組込み使用する主要部品であり、送受信装置に組み
込まれて初めて機能を発揮するものであるため、その性能によ
り雨量レーダ観測装置本来の機能に大きな影響を及ぼすもの
である。したがって、その製造にあたっては既設装置の構造・性
能について十分に熟知、精通しておかなければならない。上記
の業者は、当該装置を設計・製造・設置したものであり、その構
造・性能を熟知している。又、上記業者以外のものが製造した
場合、既設装置に著しい障害を与えるおそれがある。よって、
上記業者と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行（H19年度以降総
合評価による一般競

争に移行）

5645 三菱電機（株）
合成流水接続装置改造その他
製造

神矢　　弘　淀川ダム統合管理
事務所　大阪府枚方市山田池北
町１０－１

平成18年3月9日 7,245,000

既設の合成流水接続装置のソフトウェアの改造及び深山レー
ダ観測局の空中線旋回装置のモータの製造を行うにあたって
は既設ソフトウェア及び設備の構造・性能・関連する設備との
接続条件など技術的条件について十分に熟知、精通しておか
なければならない。上記業者は、既設設備を設計・製造・設置
したものであり、その構造・性能等前述の技術的条件について
十分に熟知、精通している。本件の履行に必要な上記条件を
満たす知識・技術・経験を併せ持つものは上記業者以外にな
い。又、空中線旋回装置のモータの製造及びソフトウェアの改
造は既設設備と密接不可分の関係にあり、同一業者以外に履
行させた場合、既設の装置等の使用に著しい支障を生じるお
それがある。よって、上記業者と随意契約するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行（H18年度以降総
合評価による一般競

争に移行）
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5646 （株）武揚堂
紀の川河川事業概要図作成業
務

大槻英治　和歌山河川国道事務
所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成18年3月14日 1,890,000

本業務は、地図調製印刷作業を主としており一般印刷作業に
比べ精度管理等で専門的な能力が必要とされる。上記業者は
道路マップや自治体の観光地図などの各種地図印刷の実績を
多く有しており行政機関の地図調製印刷に精通している。現存
する和歌山河川国道事務所の道路事業管内図で使用されて
いる１／１５万地形図の基本となる背景データ（基図）は、上記
業者が国土地理院発行の１／５万地形図を基に等高線の削除
や注記の削除、挿入等の処理を行い、デザイン編集したもの
で、基図データの著作権・版権を有している。地図印刷の場合
はこの等高線の処理等の製図にかかる費用・時間が大きくか
かる。本業務は基図データを有効利用し、河川の事業概要部
分を追加すれば印刷用地図データとして完成することから、よ
り費用面を大幅に縮減し速やかに地図作成を実施するために
は、著作権を有する上記業者が唯一となる。したがって、本業
務を実施できる業者は株式会社武揚堂において他には無いこ
とから随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－

（H17年度限り）

5647 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度紀の川大堰設備維
持管理検討業務

大槻英治　和歌山河川国道事務
所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年5月16日 14,647,500

本業務の実施にあたっては、堰ゲート設備に関する豊富な知
識・経験に基づく、合理的な維持管理手法を提案する技術力が
必要である。（社）日本建設機械化協会は、機械設備及び建設
機械の合理的な設置・運用・点検・整備に関わる技術開発・普
及を目的として設立され、信頼性向上、コスト縮減、新技術の
研究・開発・試験等を事業内容としている。また、上記協会は、
これまでに模型実験・実物実験等を行い、他にはないダム・堰
設備の詳細な基礎データを所有しているとともに、ゲート設備
等の一層の信頼性向上、コスト縮減等を目的とした水門技術委
員会を常設するなど、豊富な知識・経験に基づく合理的な維持
管理手法の提案について、管内で多くの実績を有している唯一
の法人である。よって、この合理的な維持管理手法の提案を適
切に行うことが出来る、上記協会と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

(H19年度以降一部総
合評価等による一般
競争に移行、一部企

画競争を実施）

公募手続き
を導入

5648 国土環境（株）
大戸川ダム自然環境とりまとめ
業務

脇坂安彦　大戸川ダム工事事務
所　大津市大萱１－１９－３２

平成17年5月31日 4,305,000

上記業者は、平成１４年３月に「環境影響評価法」に基づく大戸
川ダム建設事業に係る自然環境の現地調査、影響評価、工事
中及び供用後のモニタニング計画について検討を行うものとし
て、標準プロポーザル方式により特定した業者である。それ以
後、継続して環境影響評価法を踏まえた陸域及び水域におけ
る自然環境現地調査、生活環境現地調査、ダム計画見直しに
伴う環境影響の予測、環境保全措置の検討及びその評価を実
施している。これらの結果、得られた資料は膨大なものに上る
ため、短期間内に本業務を遂行するためには業務内容の詳細
について熟知している必要がある。このような条件を満たすの
は上記業者が唯一である。したがって、上記業者と契約しなけ
れば、契約の目的を達成することができないので、随意契約
し、本業務を的確に達成するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他のもの
－

（H17年度限り）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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契約を締結した日
契約金額
（円）
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緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5649 国土環境（株）
平成１７年度足羽川ダム猛禽類
調査業務

岡積敏雄　足羽川ダム工事事務
所
福井市成和１丁目２１１１

平成17年5月17日 42,945,000

平成１６年度に於いて、「足羽川ダム猛禽類調査業務」を行うた
め、プロポーザル方式により技術提案書を提出させ建設コンサ
ルタント選定委員会において評価した結果、猛禽類に関する豊
富な知識、技術力を有しており、社独自に全国の５０以上のク
マタカの行動圏内部構造を解析した実績から予測に必要な
データを蓄積し、潜在的な営巣環境の解析及び狩り場環境の
推定方法を評価して当該業者を特定した。本業務は、前年度に
引き続き、当該業者独自に確立した手法に基づき猛禽類の繁
殖状況の把握を行うものである。特に猛禽類調査はその生態
から継続調査を慎重に行う必要があるとともに調査成果の取り
扱いには慎重に行う必要がある。そのため、当該業務を適切に
遂行するためには当初の方針、視点に基づき、前年度から業
務に携わった技術者のもとで実施することにより本業務の目的
が達成されるものと判断する。よって、上記業者と随意契約す
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行（H19年度以降総
合評価による一般競

争に移行）

5650 国土環境（株）
平成１７年度雨量予測等補助業
務

上下　芳夫　淀川ダム統合管理
事務所　大阪府枚方市山田池北
町１０－１

平成17年4月1日 16,275,000

本業務で実施する上記内容については、淀川水系内の雨量予
測業務やレーダ関連業務、さらにはダム管理業務に精通して
いる事が必須である。国土環境株式会社は、平成１５年度雨量
予測等補助業務においてプロポーザル方式で決定した業者で
あり、淀川ダム統合管理業務におけるレーダを含む雨量予測
関連ダム管理業務に精通している。よって、国土環境株式会社
と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行（H19年度以降総
合評価による一般競

争に移行）

5651 （財）国土技術研究センター
河川用ゲート設備の効率的な維
持管理手法に関する検討

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年10月7日 36,750,000

　老朽化が進行している水門・堰・樋門などの河川用ゲート設
備は、その多くが本川の重要構造物であることから、限られた
予算の中で高い信頼性を確保するために、効率的かつ効果的
な維持管理を行うことが求められている。本業務は、直轄管理
の河川用ゲート設備について、施設の重要度、設置条件・環境
等を指標に分類し「管理適性水準」や「健全度評価」を踏まえた
維持管理手法の検討を行うものである。国土技術研究センター
は、「国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を
総合的、かつ、効果的に行うとともに、新しい建設技術の活用
と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、もって国民福
祉の向上に寄与すること」を目的として設立された公益法人で
あり、本業務で必要とされる専門的知識をもった技術者を多数
有している。同法人は、平成１６年度より当該業務を実施してお
り、今年度は昨年度実施した実態調査結果ををもとに設備の設
置目的、条件、環境等を指標に分類し「管理適性水準」や「健
全度評価」を踏まえた維持管理手法の検討を行う必要がある。
さらに、本業務に関連がある各種ゲート設備の更新・維持管理
に関する総合的な技術検討等における豊富な経験と実績を有
しており、本業務の目的である、ゲート設備の信頼性を確保し
つつ、河川の水利特性等の設置条件や設備の重要度等を加
味した全体システムとして新たな効率的な維持管理手法の検
討を行うために必要不可欠な、豊富な経験と専門的な知識を
有している。よって、本業務を遂行するために必要な知識、技
術、経験を併せ持つものは、同法人以外にはないことから、当
該法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5652 （財）国土技術研究センター 都市型水害対策検討業務
藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年1月17日 29,400,000

  本業務を実施するにあたっては、特定都市河川浸水被害対
策法の主旨や都市部における河道計画、下水道による排水計
画に関する流出解析について精通していることはもとより、全
国的な視点にたっての技術・制度両面からの高度な知見が必
要とされる。（財）国土技術研究センターは、建設技術の向上を
図り、もって国民福祉の向上に寄与することを目的として設置さ
れた公益法人であり、都市型水害対策の検討を数多く実施して
いる。平成１５年度に特定都市河川浸水被害対策法に関する
技術基準検討業務 、平成１６年度に特定都市河川浸水被害対
策法に基づく許可事務等のガイドライン作成業務等、浸水新法
に関する業務も実施しており、豊富な情報力と高度かつ専門的
な知見を有している。よって本業務の履行に十分な知識及び能
力を有するものは、（財）国土技術研究センターの他にない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5653 （財）国土技術研究センター
琵琶湖流域地水方策検討（その
2）業務

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年6月14日 25,305,000

本業務は、洪水氾濫時における琵琶湖沿岸の浸水被害を軽減
するために、土地利用の規制・誘導を含めた地域整備方策を、
河川整備の状況を踏まえ検討するものである。平成１６年度は
「琵琶湖湖南流域　水害に強い地域づくり協議会」（以下、「水
害に強い地域づくり協議会」）で議論を行うとともに、河川流域
の基本事項の把握、減災に向けての目標値の設定、具体的な
対応策の検討を行った。今年度も引き続き、「水害に強い地域
づくり協議会」で議論を行い、「早急に実施すべき施策」「地域
の実情に応じて取り組む施策」を考慮に入れながら、より具体
的な対応策の検討・策定を行いモデル地区としてとりまとめる。
本業務を遂行するうえでは、河川法や水防法、都市計画法など
の法令の枠組みの中で、社会構造や価値観の変化に伴って変
化する社会システムに適切に対応すべき施策の検討が求めら
れる。また、検討にあたっては、これら各法令に基づいた専門
的且つ高度な知識も要求される。更に、地域の合意形成を目
指した新たな取り組みを行うため、地域の視点に立った分かり
易い説明が要求される上記財団法人は地域計画、都市計画、
都市交通計画、都市再生、地方活性化等の分野において、持
続可能性や参加・連携などの時代の要請に応えつつ、都市・地
域づくりのための調査研究を実施している。更に、河川や都市
施設、住宅等の整備、利用、保全その他の管理に関し、特に高
度かつ総合的な建設技術を要する調査研究も行っている。よっ
て、本業務を円滑に且つ適切に履行出来るのは、上記財団法
人以　外になく、上記財団法人と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5654 （財）日本気象協会
平成17年度管内気象予測情報
提供業務

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年4月1日 8,032,500

本業務は、気象情報（気象台の観測情報から琵琶湖（滋賀県）
を中心として解析し見やすく加工した、２日先の降雨予測情報、
週間気象予測情報）の提供を受けて琵琶湖短期水位予測を行
い、もって日々の河川管理に資することを目的とするものであ
る。本業務は、琵琶湖流域の気象情報に基づき琵琶湖水位の
短期予測を行うものであり、この予測にはより信頼性の高い気
象情報が求められるものである。（財）日本気象協会は、気象
観測業務に資することを目的に設置された国内唯一の公益法
人であり、気象に関する各種情報及び加工開発された画像
データを所有している。また、琵琶湖流域の雨量特性や気象特
性について研究し、過去からのデータの蓄積、データの整合
性、過年度データの修正等独自の 先端の技術を有し、予測
式の開発を行っていること等から琵琶湖水位予測に必要な短
期時間雨量予測を行う等の実績とその情報に信頼性がある。
したがって、信頼性の高い琵琶湖流域及び個々のニーズに対
応できる気象情報の提供を行えるのは、上記業者以外にはな
い。よって、上記のものと契約するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行（H19年度以降総
合評価による一般競

争に移行）

5655 （財）日本気象協会
琵琶湖流域過去週間予測デー
タ提供

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年6月10日 934,500

（財）日本気象協会は、気象観測業務に資することを目的に設
置された国内唯一の公益法人であり、気象に関する各種情報
及び加工開発された画像データを所有している。また、琵琶湖
流域の雨量特性や気象特性について研究し、過去からのデー
タの蓄積、データの整合性、過年度データの修正等独自の
先端の技術を有し、予測式の開発を行っていること等から琵琶
湖水位予測に必要な短期時間雨量予測を行う等の実績とその
情報に信頼性がある。したがって、信頼性の高い琵琶湖流域
及び個々のニーズに対応できる気象情報の提供を行えるの
は、上記業者以外にはない。よって、上記のものと契約するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－

（H17年度限り）

5656 （財）日本気象協会
平成１７年度地下水観測調査整
理業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年10月13日 19,110,000

本業務は、地下水管理計画の一環として行うもので、淀川河川
事務所が管理している諸河川の水質保全及び流域の水循環
の監視に密着に関連している。また、地下水データは、大阪
府・京都府等が監視を行い、それぞれの機関の資料となってい
る。以上の目的から本業務は、地下水観測所を巡回し、観測機
器の保守点検を行いデータの精度確保を図ると共に、データの
収集整理を行うものである。また、併せて、地下水を採水し水
質分析を行うものである。本業務の実施にあたっては、地下水
位観測機器及び採水に関する専門的知識を有するだけでな
く、京都盆地及び大阪平野の気象、地象等（以下「気象」という）
の情報を十分に把握し、その情報と観測データを総合的に検
討した上で、確定データとして整理を行う知識と技術が必要で
ある。
上記業者は、気象に関する科学技術及び技術の進歩に協力す
るとともに、気象の利用方法の普及並びに指導を行うことによ
り気象に関する事業の発展を図り、もって公共の福祉の増進に
寄与することを目的として設立された財団であり、また、近畿管
内において、気象に関する基礎調査から総合的な調査・解析に
いたる実績を有しており、本業務を一連の作業として精度良く
実施できる唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行（H19年度以降総
合評価による一般競

争に移行）
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5657 （財）日本気象協会 平成１７年度気象情報提供業務
元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成17年4月1日 \8,810,000

　本件の履行にあたっては、気象に関する専門的知識を有して
いる経験豊富で現場の状況に精通した技術者が業務にあたる
必要がある。(財)日本気象協会は、「気象、地象、水象（以下、
「気象」という。）に関する科学及び技術の進歩に協力するとと
もに、気象の利用方法の普及並びに指導を行うことにより気象
に関する事業の発展を図り、もって公共の福祉の増進に寄与
する」ことを目的として設立された機関であり、「気象に関する
観測、調査及び研究並びにその受託」「気象に関する器機、器
具等に関する相談又は点検並びにその製作、修理及び販売」
等の事業を行っているものであり、雨量観測及び雨量観測機
器に関して専門的知識を持った技術者を有しているとともに、
従前より継続して本業務を実施しており現場の状況に精通して
いる技術者を有している。また、従前の業務の実施において信
頼度の高い確実な作業を実施している。よって、同協会と契約
を締結し、業務の円滑な実施を図るものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行（H19年度以降総
合評価による一般競

争に移行）

5658 （財）日本気象協会
平成１７年度雨量関係資料整理
及び点検業務

元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成17年4月13日 \4,410,000

　本件の履行にあたっては、雨量観測及び雨量観測機器に関
する専門的知識を有している経験豊富で現場の状況に精通し
た技術者が業務にあたる必要がある。(財)日本気象協会は、
「気象、地象、水象（以下、「気象」という。）に関する科学及び技
術の進歩に協力するとともに、気象の利用方法の普及並びに
指導を行うことにより気象に関する事業の発展を図り、もって公
共の福祉の増進に寄与する」ことを目的として設立された機関
であり、「気象に関する観測、調査及び研究並びにその受託」
「気象に関する器機、器具等に関する相談又は点検並びにそ
の製作、修理及び販売」等の事業を行っているものであり、雨
量観測及び雨量観測機器に関して専門的知識を持った技術者
を有しているとともに、従前より継続して本業務を実施しており
現場の状況に精通している技術者を有している。また、従前の
業務の実施において信頼度の高い確実な作業を実施してい
る。よって、同協会と契約を締結し、業務の円滑な実施を図るも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行（H19年度以降総
合評価による一般競

争に移行）

5659 （財）日本気象協会
平成１７年度加古川大堰気象情
報提供業務

井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年4月1日 4,273,500

①　業務内容
姫路河川国道事務所が管理する加古川は流域面積が大きく、
上流と下流域では降雨特性が異なり河川管理者による気象情
報の予測は至難であるため、日々の気象予測の提供を受ける
とともに、降雨に関する注意報及び警報・地震情報等発令され
た場合、即時に連絡を受け加古川大堰操作体制に万全を期す
るものである。
②　相手方の業務執行能力
　財団法人　日本気象協会は、気象予測に関して高度な技術
に精通しており的確な判断のできる経験豊富な熟練した技術
者を有し、気象業務法１７条の許可を得て気象現象を時間的、
量的に予測している経験豊富な法人である。
③　相手方以外に当該業務を行わせることが極めて困難であ
ること
　財団法人　日本気象協会は、業務内容に精通しているととも
に過年度に加古川大堰気象情報提供業務を実施しており、加
古川流域の降雨特性を熟知している。他の業者が本業務を行
う場合、過去の気象資料の入手、解析、流域特性の把握等理
解するために多大な労力を必要とする。したがって、本業務の
効率的かつ円滑な実施を図るために、財団法人日本気象協会
と随意契約を締結するものとする。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行（H19年度以降総
合評価による一般競

争に移行）
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5660 （財）日本気象協会
平成17年度土砂災害気象情報
提供業務

吉川　知弘　六甲砂防事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉東町
３－１３－１８

平成17年4月1日 7,508,000

本業務は土砂災害の予測に必要な気象情報をＭＩＣＯＳ端末で
提供を受けるものであるが、気象庁が観測する気象データを随
時送信するＭＩＣＯＳ端末は、（財）日本気象協会独自のもので
あり、土砂災害発生予測に欠かせないシステムである。
　また、提供する情報の作成に際しては、高度な気象に関する
知識、降雨と土砂災害発生に関する知識等が必要とされるが、
（財）日本気象協会は、気象、地象、水象（以下「気象」という。）
に関する科学及び技術の進歩に協力するとともに、気象の利
用方法並びに指導を行うことにより気象に関する事業の発展を
図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的に設立さ
れた団体であり、これまで気象解析業務や気象情報提供等に
数多くの実績があり、高度な技術を擁する。　また、六甲山系の
降雨解析、気象観測機器設置の検討、土砂災害情報として不
可欠である六甲山系の超短時間降雨予測を用いた土石流・崖
崩れスネーク曲線を本件業務で配信し六甲山系の降雨特性
や、土砂災害等にも精通している。このため、本業務を適切に
遂行するのは、（財）日本気象協会以外にはない。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行（H19年度以降総
合評価による一般競

争に移行）

5661 （財）日本気象協会 緊急情報提供業務

久保田一　淀川水系総合調査事
務所  大阪市中央区大手前１－
５－４４大坂合同庁舎１号館 新
館３階

平成17年8月31日 44,100

本業務は、防災体制の早期確立、迅速な初動対応に万全を期
すため、地震・津波警報等に関する気象情報の提供を受けるも
のである。（財）日本気象協会は、気象、地象、水象（以下「気
象」という）に関する科学及び技術の進歩に供するとともに、気
象の利用方法の普及並びに指導を行うことにより気象に関す
る事業の発展をはかり、もって公共の福祉に寄与することを目
的として設立された法人である。その業務内容は、各種気象等
の通報・伝達並びに予報の利用についての相談、気象等の観
測、予報に関する技術指導等、気象事業全般に亘るものであ
る。防災体制の早期確立に も必要になる気象情報の迅速な
伝達業務を行っているのは当該法人のみである。よって同法人
と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－

（H17年度限り）

5662 （財）日本気象協会
平成１７年度雨量観測所保守点
検資料整理業務

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年4月1日 5,670,000

本業務は、雨量観測所の保守点検及び雨量観測所データの
整理を行うものであり、当該データは公式の数値として、今後
の河川整備の立案等に用いられるものである。（財）日本気象
協会は、気象・地象・水象等（以下「気象等」という）に関する科
学及び技術の進捗に協力すると共に、気象等の利用方法の普
及並びに指導を行うことにより気象等に関する事業の発展を図
り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的として設立さ
れたものである。その事業の実績は、国土交通省・地方自治
体・公団等の気象観測所の保守点検並びに各種気象データの
整理・解析・統計について十分な実績を有し、雨量観測所の保
守点検及び雨量データの整理に精通し、本業務を遂行できる。
よって、本業務を的確かつ誠実に履行できる上記法人と随意
契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行（H19年度以降総
合評価による一般競

争に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5663 （財）日本気象協会
平成１７年度雨量・気象観測所
保守点検整理業務

岡積敏雄　足羽川ダム工事事務
所
福井市成和１丁目２１１１

平成17年4月2日 2,730,000

当該業者は、気象の利用方法の普及ならびに指導を行うことに
より、気象に関する事業の発展を図り、公共の福祉に寄与する
ことを目的として設立されたものである。雨量等の観測機器の
保守点検は、観測装置に関する専門的な知識・豊富な経験・現
地の熟知・故障時の迅速な対応が必要である。当該業者は、
本業務を継続して実施されており、十分な成果を上げていると
ころである。また、現在事務所で使用しているシステムは、各観
測所の観測データを自動収集して画像表示するものであり、当
該業者で構築したものである。以上のことから、当業者は気象
関係の観測機器管理に関する豊富な経験と業務に精通した職
員を有し業務内容及び現地を熟知しており、データの加工、一
連のシステムの精度管理、故障時の迅速な対応等本業務を遂
行できる唯一の業者である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行（H19年度以降総
合評価による一般競

争に移行）

5664 （財）日本気象協会
平成１７年度降雪データとりまと
め業務

岩崎福久　足羽川ダム工事事務
所
福井市成和１丁目２１１１

平成18年3月2日 472,500

本業務は関係機関（気象庁、国交省、福井県等）が有する気象
データを利用してとりまとめるものである。本業者は「平成１７年
度雨量・気象観測所保守点検整理業務」において、当所の雨
量及び気象観測データを収集・整理してデータの照査等を行っ
ていることと、気象の観測データに関する豊富な経験と業務に
精通した職員を有していることから、本業務を効率的に履行す
ることができる唯一の業者である。よって、当該業者と随意契
約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－

（H17年度限り）

5665 （財）日本気象協会
平成１７年度気象資料提供及び
受信装置保守業務

上下　芳夫　淀川ダム統合管理
事務所　大阪府枚方市山田池北
町１０－１

平成17年4月1日 6,720,000

財団法人日本気象協会は、気象、地象、水象等に関する科学
及び技術の進歩に協力するとともに、気象の利用方法の普及
並びに指導を行うことにより、気象に関する事業の発展をはか
り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的として設立さ
れている。本業務の実施にあたっては、気象庁の提供する気
象データをオンラインでリアルタイムに入手している。このデー
タは、淀川ダム統合管理事務所における流水管理システム等
に必要不可欠のものであり、上記法人によって開発されたシス
テムによって受信している。また、本業務の実施にあたっては
気象学や気象業務に関する豊富な知識と高度な専門技術、経
験を有することが必須条件である。上記法人は、この情報提供
システムの開発、流水管理システムの開発にあたって、多大か
つ密接不可分の関係にあり、知識、経験、人材、技術に豊富で
現在運用している流水管理システムを十分熟知しているため、
上記法人以外の者に本業務を行わせることは、極めて困難で
ある。以上の理由により、財団法人日本気象協会と随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行（H19年度以降総
合評価による一般競

争に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）
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5666 （財）日本気象協会
平成１７年度短時間及び短期
間・週間降雨予測改良検討その
他業務

神矢　　弘　淀川ダム統合管理
事務所　大阪府枚方市山田池北
町１０－１

平成18年1月20日 38,325,000

①業務内容の性格：本業務は、上記業務概要に示したとおり、
現行降雨予測システムの改良及びドップラーレーダの精度検
証を行うとともに、学識経験者の意見、指導等を得て応用研究
を行うものである。そのために、気象学や気象業務に関する豊
富な知識と高度な専門技術、経験を有するだけではなく、淀川
水系の基幹である流水管理システム、深山ドップラーレーダを
用いた短時間降雨予測システム等を熟知していることが必要と
なる。②相手方の業務遂行能力：財団法人日本気象協会は、
現在まで各種降雨予測システム等の開発、改良及び気象予測
業務を行ってきた実績が数多くあり、知識、経験、人材、技術が
豊富である。③相手方以外に当該業務を行わせることが極め
て困難であること：財団法人日本気象協会は、気象、地象、水
象等に関する科学及び技術の進歩に協力するとともに、気象
の利用方法の普及並びに指導を行うことにより気象に関する
事業の発展をはかり、もって公共の福祉の増進に寄与すること
を目的として設立されている。事業内容は、気象等の調査・解
析や予測システムの構築等、気象を核とした技術コンサルティ
ングを実施しており、その中でもダムや河川管理のために平成
１６年度においては「土師ダム気象予測業務」、「降雨予測シス
テム改良業務（吉野川ダム統合管理事務所）」等、調査・解析
業務を行っており実績が多い。一方、短期間及び週間降雨予
測システムは、既に財団法人日本気象協会が開発したもので
あることから、仮に本業務を財団法人日本気象協会以外に行
わせた場合、当該降雨予測システムにエラーが発生するなど、
重大な影響を及ぼす恐れがある。以上のことから財団法人日
本気象協会は本業務を実施し得る唯一の財団法人であり、同
財団法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行（H18年度以降総
合評価による一般競

争に移行）

5667 （財）日本気象協会
平成１７年度気象水象関連情報
提供業務

中村　甚一　九頭竜川ダム統合
管理事務所　福井県大野市中野
２９－２８

平成17年4月1日 4,084,500

　本業務の目的を達成するには、気象・水象に関する十分な知
識、経験並びにサービスに関するノウハウと、そのハード的知
識と経験が必要である。上記法人は、気象台より提供される気
象・水象を基に、解析・加工処理し、通信回線を利用したユー
ザーへのきめ細やかな提供を行っており、防災上の知識も豊
富で、優秀な人材を要し、その実績からも信頼性が高く、当該
内容を十分熟知し遂行できる唯一の業者である。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行（H19年度以降総
合評価による一般競

争に移行）

5668 （財）日本気象協会
平成１７年度雨量観測所保守点
検資料整理業務

中村　甚一　九頭竜川ダム統合
管理事務所　福井県大野市中野
２９－２８

平成17年4月6日 7,287,000

　ダム管理に も重要となる水文情報を正確且つ適正に運用
するためには、気象・水象に関する科学的な知識と、観測に関
する技術的なノウハウが必要である。上記法人は、気象・地
象・水象等に関する科学及び技術の進歩に協力すると共に、
気象・水象等の利用方法の普及並びに指導を行うことにより気
象等に関する事業発展をはかり、公共の福祉の増進に寄与す
ることを目的として設立された。その事業内容は、気象に関す
るあらゆる調査研究を行っており、気象等に関する機器の点
検・修理及び観測調査を行っている。また、気象等に関する優
秀な人材を擁すると共に数々の実績があり、信頼性が高く、当
該業務を十分熟知し遂行できる唯一の法人である。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行（H19年度以降総
合評価による一般競

争に移行）

5669 （独）水資源機構
平成１７年度通信施設及び通信
回線使用料

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 4,626,635

水資源機構が保有する多重通信施設を使用するために負担す
る費用である。契約相手は、施設を保有する水資源機構しかな
い。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－

(随意契約によらざる
得ないもの)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5670 （財）先端建設技術センター
白屋地区地すべり対策工事技
術検討支援業務

細川　雅　紀の川ダム統合管理
事務所　五條市三在町1681

平成17年6月7日 7,455,000

本業務を遂行するためには、建設事業に係わる施工計画、施
工方法等に関する高度な技術と知識・経験が要求される。財団
法人先端建設技術ｾﾝﾀｰは、建設事業に係る先端的な建設技
術の調査研究、開発、普及を図ること、及び建設事業に係る施
工計画、思考方法、ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ等に関する調査研究・開発
および普及のために設立された。また、建設事業に係る、実現
場に即した合理的・先進的な技術、安全、確実で環境に配慮し
た技術の導入を行うための設計・施工計画の充実を図るため
の検討業務についての豊富な実績があり、当核工事のＶＥ提
案技術評価を支援した実績があるなど、本業務を遂行する上
で必要とされる高度な知識及び体制を有し、本業を円滑かつ的
確に実施できる唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5671 （独）土木研究所
河川堤防の耐越水機能向上に
関する調査業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年9月26日 44,992,500

河川堤防に関する様々な検討（実験を含む）手段の技術を有
し、破堤現象・メカニズムの解明等の先導的・基礎的な研究開
発のほか、河川堤防の安定度評価と強化対策などについての
研究を重点的に行ってるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

としたもの

5672
（財）琵琶湖・淀川水質保全
機構

琵琶湖・淀川流域圏再生推進検
討業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年8月17日 72,135,000

本業務の遂行にあたっては、琵琶湖・淀川水質浄化共同実験
センターでのみ行うことが可能な（琵琶湖原水を大量、継続的
に導水して実験することが可能な施設は他にない）実験が必要
不可欠であり、当該施設を国、県、（独）水資源機構との協定に
基づいて運営管理している琵琶湖・淀川水質保全機構が契約
の相手方として唯一である。
また、研究成果等が蓄積された琵琶湖・淀川流域における水
環境データベースが不可欠であり、さらに、関係する国の機
関、自治体はもちろん、流域のNPO等との充実かつ緊密な連
携が必要となる。あわせて、国の関係機関、自治体、複数の
NPO等など、様々な利害関係の存在のもとで公正に業務を遂
行することができる公益法人としての公平・中立な立場が必要
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（平
成19年度以降一部一
般競争入札に移行）

5673
（財）琵琶湖・淀川水質保全
機構

平成17年度琵琶湖水質浄化実
験・検討業務

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年4月1日 114,345,000

本業務の遂行にあたっては、琵琶湖・淀川水質浄化共同実験
センターでのみ行うことが可能な（琵琶湖原水を大量、継続的
に導水して実験することが可能な施設は他にない）実験が必要
不可欠であり、当該施設を国、県、（独）水資源機構との協定に
基づいて運営管理している琵琶湖・淀川水質保全機構が契約
の相手方として唯一である。
また、研究成果等が蓄積された琵琶湖・淀川流域における水
環境データベースが不可欠であり、さらに、関係する国の機
関、自治体はもちろん、流域のNPO等との充実かつ緊密な連
携が必要となる。あわせて、国の関係機関、自治体、複数の
NPO等など、様々な利害関係の存在のもとで公正に業務を遂
行することができる公益法人としての公平・中立な立場が必要
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（平
成19年度以降一部一
般競争入札に移行）
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5674
（財）琵琶湖・淀川水質保全
機構

平成17年度琵琶湖岸（家棟川）
ビオトープ整備計画検討業務

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年6月15日 22,333,500

本業務は、琵琶湖周辺で実施されるビオトープ整備事業のモ
デルとして、家棟川河口部右岸に隣接する遊休地を活用したビ
オトープ整備を住民参加型事業として実施するための検討と琵
琶湖の総合的な保全に向けた水辺環境整備の先行的事例とし
ての検討を行うものである。（財）琵琶湖・淀川水質保全機構
は、淀川水系における河川・湖沼水の水質浄化技術及びこれ
に関連する技術に関する研究開発、水質浄化事業の支援等を
行うことにより、淀川水系の水質保全に寄与し、もって潤いのあ
る地域社会の形成と、関係住民の生活向上に資することを目
的としている。本業務の水質、環境を検討するうえで、上記財
団法人が葉山川右岸に設置された共同実験センターにて行っ
ている、水質面及び生態面に関した琵琶湖保全のための実
験・調査で得られる成果等と総合的に評価検討することが必要
である。さらに、本業務で行う住民参加プログラムでは、同財団
法人が事業として行う「淀川水系における住民及び諸団体によ
る河川浄化・愛護活動の支援」「淀川水系における水質浄化に
関する啓発」における知見が必要である。
また、当財団は平成１１年度より本業務を実施しており、過年
度の成果を十分踏まえた一連業務として実施することができ
る。以上のように、本業務の遂行にあたっては上記機関以外に
はなく、随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行（H19年度以降公
募手続きを導入）

5675
（財）琵琶湖・淀川水質保全
機構

平成17年度琵琶湖沿岸部環境
実態調査業務

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年12月14日 64,050,000

本業務は琵琶湖のコイ科魚類等の生態について、産卵・魚卵・
仔稚魚の各段階において現地調査を行い、琵琶湖沿岸部にお
けるコイ科魚類等の初期生活史及びその生育環境の実態を把
握するとともに、水位変動及び水質を含めた環境要因との関係
を把握するための基礎検討をもとに湖岸環境機能の回復の検
討を行うことを目的とするものである。本業務の実施にあたって
は琵琶湖の水質、水文、気象、湖辺植物等広範な環境特性を
熟知するとともに、コイ科魚類の産卵・魚卵・仔稚魚の各段階に
おける同定や、その生態系について定量的な把握を行う必要
がある同定にあたっては琵琶湖のみ生息する固有種を含め、
多様な種を見分ける必要があるが、このような同定技術につい
てはまだ一般化されておらず、長年の経験や専門的知識を必
要とするものである。さらに生態系の定量的な把握は、調査エ
リア内の生態や水質等の環境の変化を迅速正確に把握する上
でも同一機関で実施する必要がある。（財）琵琶湖・淀川水質
保全機構は琵琶湖・淀川の水質保全のための技術開発の推
進、保全対策の支援、情報交流等を行い、淀川水系の水質保
全に資することを目的に設立された研究機関である。当財団は
琵琶湖の環境保全の方向性を示すマザーレイク21計画の基礎
となった「琵琶湖の総合的な保全のための計画調査」を実施す
るとともに、琵琶湖・淀川水質浄化共同実験センターにおける
様々な実験・調査を通じて琵琶湖の広範な環境特性を熟知し
ていることと、当該業務を平成１４年度から継続して携わってお
り、琵琶湖のコイ科魚類の生態に関する十分な知識と豊富な
経験及びきめ細かい分析能力を有している。以上のように本業
務を適切に遂行できる業者は当財団以外になく、随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行（H19年度以降公
募手続きを導入）

5676
（財）琵琶湖・淀川水質保全
機構

平成１７年度淀川水系水質循環
調査業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年12月14日 54,600,000

琵琶湖・淀川水系における総合的な流域の水環境管理を行う
ため、水質・生態環境・社会環境等に関わる各種調査、実験等
で得られるデータをもとに負荷量モデルを構築するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（平
成19年度以降一部一
般競争入札に移行）
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5677
（財）琵琶湖・淀川水質保全
機構

平成１７年度猪名川流域水質管
理検討業務

松尾和巳　猪名川河川事務所
池田市上池田２－２－３９

平成17年11月22日 28,035,000

  本業務の履行にあたっては、水質汚濁や水質浄化に関するメ
カニズムについて河川環境などとも関連づけた豊富な専門的
知識や経験が要求されるほか、施策や協議会（仮称）の検討に
あたっては、関係行政機関・自治体・事業者・ＮＰＯなどとの連
携が必要であり、行政的な知識・経験・判断が不可欠である。
当財団は水質浄化技術および関連する研究開発並びに水質
浄化事業の支援等を行うことを設立目的とし、浄化実験施設も
自ら保有し永年にわたり研究を重ね、これら技術的専門知識や
経験豊かな技術者を擁しており、また学識者の参画も得てい
る。さらに、関係行政機関等との連携にあたり、豊富な行政経
験を有する職員を擁しており、施策立案等において技術的要素
を基礎としつつ、行政的な判断を行うに優れている。また、当財
団は平成１６年度に一連業務を実施しているほか、淀川水系と
して一体化したデータベース作成に関して、別途淀川を対象に
した業務を進めているのも当財団である。よって本件業務を円
滑かつ適正に実施すべく標記財団と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行（H19年度以降公
募手続きを導入）

5678
（財）琵琶湖・淀川水質保全
機構

平成１７年度淀川水系水環境情
報システム検討業務

久保田一　淀川水系総合調査事
務所  大阪市中央区大手前１－
５－４４大坂合同庁舎１号館 新
館３階

平成17年11月27日 14,910,000

 本業務の取り組み内容は、「琵琶湖・淀川流域圏の再生計画」
の統合的流域管理の中に位置づけされている。本機構は当計
画の基となった「琵琶湖・淀川流域圏の再生計画検討業務」を
受註し、計画案作成と広報を通じて本業務の内容を熟知してい
る。また（財）琵琶湖・淀川水質保全機構は、淀川の水を利用す
る関係自治体が一体となって、淀川水系の水質浄化技術の研
究開発、水質浄化事業の支援等を行い淀川水系の水質保全
に寄与し、地域社会の形成と関係住民の生活環境の向上を目
的として設立された公益法人であり、近年においては「平成１５
年度淀川水系総合負荷量調査解析業務」「平成１６年度淀川
水系水質循環調査業務」などの実施や、本業務に直接的・間
接的に関連する数多くの水環境データを保有している。
本業務の実施にあたっては、一般住民を対象とした琵琶湖・淀
川水系全体を見据えた水環境情報の提供や啓発活動の役割
を果たすために、ＧＩＳを活用した水環境情報を提供するととも
に、統合的流域管理に関して幅広い専門知識と関係自治体と
の連絡・調整が必要不可欠であり、また効率的な業務遂行が
可能なのは同法人以外にないことから、（財）琵琶湖・淀川水質
保全機構と随意契約をするものである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行（H19年度以降公
募手続きを導入）
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5679
（財）琵琶湖・淀川水質保全
機構

平成１７年度断水社会実験実施
業務

久保田一　淀川水系総合調査事
務所  大阪市中央区大手前１－
５－４４大坂合同庁舎１号館 新
館３階

平成17年7月4日 21,840,000

（財）琵琶湖・淀川水質保全機構は、淀川の水を利用する関係
自治体が一体となって、淀川水系の水質浄化技術の研究開
発、水質浄化事業の支援等を行い淀川水系の水質保全に寄
与し、地域社会の形成と関係住民の生活環境の向上を目的と
して、平成５年１０月に設立された公益法人であり、国土交通省
の遂行する様々な業務に幅広く携わってきた実績がある。
　去年度に「琵琶湖・淀川流域圏の再生計画」が策定された
が、節水キャンペーンや断水生活を体験する社会実験は、当
計画に位置づけされている。本機構は当計画の基となった「琵
琶湖・淀川流域圏の再生計画検討業務」を受注し、計画案作成
と広報を通じて本業務の内容を熟知している。また、「平成６年
渇水琵琶湖・淀川水環境総合調査」、「平成１６年度琵琶湖淀
川水系水環境渇水影響検討業務」など、本業務に直接的・間
接的に関連する渇水影響のための数多くの調査研究を実施し
ている。
　本業務の実施にあたっては、琵琶湖・淀川水系の渇水問題に
関する幅広い専門知識と関係自治体との連絡・調整が必要と
されているため、これらを併せ持ち、また高い業務遂行能力を
有しているものは同法人以外にはないことから、（財）琵琶湖・
淀川水質保全機構と随意契約するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行（H19年度以降公
募手続きを導入）

5680
（財）琵琶湖・淀川水質保全
機構

透水性舗装効果検討業務（一
式）

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年7月28日 11,130,000

  本業務を実施するには、路面排水の汚濁負荷量削減を目的
とした業務実績を有し、業務内容を熟知し、水環境保全に関す
る高度な知識と経験が必要である。
    財団法人琵琶湖・淀川水質保全機構は、水質浄化に関する
技術の研究・開発及び水質浄化事業の支援を行い、また、水
質浄化に関する情報を組織的に収集・蓄積しそれらの情報を
活用して水質浄化技術の向上を目指するすることにより淀川水
系の水質保全に寄与し潤いのある地域社会の形成と住民の生
活環境向上に貢献するために設立された営利を目的としない
公益法人である。
   当法人は、路面排水に関する検討及び実証実験の業務実績
を有し、有能な人材を有し、責任ある業務の遂行実績がある。
　このように当該業務を遂行するのに十分な能力を有するもの
は財団法人琵琶湖・淀川水質保全機構以外にないため当機構
と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行（H19年度以降公
募手続きを導入）

5681 （社）近畿建設協会 草津川河川巡視業務
河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年4月1日 3,255,000

本業務は、草津川の河川巡視を定期的に実施し河川の状況把
握、特に出水期前後には河川管理施設の状況把握を行い、円
滑かつ適正な河川管理を図るものである。本業務は、「近畿地
方整備局河川巡視要領」（平成１３年１２月２６日）第９条に基づ
き琵琶湖河川事務所長から委託を受けた者が、草津川の河川
巡視を行い河川及び管理施設の状況把握を行うものとする。
巡視業務を行うに際し、草津川の河川状況・河川利用状況を熟
知すると共に適正な河川管理を行うにあたり、河川内の行為に
対して公平性が求められる。このためには、河川管理について
の豊富な経験と専門的な知識が必要とされる。上記法人は、長
年にわたって国土建設行政に従事し、河川管理に関する幅広
い経験と知識を活用して、行政の補完的な役割を果たし、もっ
て国土の発展に寄与することを目的に設立した法人であり、豊
富な行政経験を有し、的確な判断のできる幅広い専門的知識
を有した技術者を多く有している。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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5682 （社）近畿建設協会 野洲川河川巡視業務
河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年4月1日 3,570,000

本業務は、野洲川の河川巡視を定期的に実施し河川の状況把
握、特に出水期前後には河川管理施設の状況把握を行い、円
滑かつ適正な河川管理を図るものである。本業務は、「近畿地
方整備局河川巡視要領」（平成１３年１２月２６日）第９条に基づ
き琵琶湖河川事務所長から委託を受けた者が、野洲川の河川
巡視を行い河川及び管理施設の状況把握を行うものとする。
巡視業務を行うに際し、野洲川の河川状況・河川利用状況を熟
知すると共に適正な河川管理を行うにあたり、河川内の行為に
対して公平性が求められる。このためには、河川管理について
の豊富な経験と専門的な知識が必要とされる。上記法人は、長
年にわたって国土建設行政に従事し、河川管理に関する幅広
い経験と知識を活用して、行政の補完的な役割を果たし、もっ
て国土の発展に寄与することを目的に設立した法人であり、豊
富な行政経験を有し、的確な判断のできる幅広い専門的知識
を有した技術者を多く有している。よって、（社）近畿建設協会と
随意契約するものである。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5683 （社）近畿建設協会 瀬田川河川巡視業務
河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年4月1日 5,071,500

本業務は、瀬田川の河川巡視を定期的に実施し河川の状況把
握、特に出水期前後には河川管理施設の状況把握、及び瀬田
川洗堰の放流時巡視を行い、円滑かつ適正な河川管理を図る
ものである。本業務は、「近畿地方整備局河川巡視要領」（平
成１３年１２月２６日）第９条に基づき琵琶湖河川事務所長から
委託を受けた者が、瀬田川の河川巡視を行い河川及び管理施
設の状況把握を行うと共に瀬田川洗堰の放流時の巡視につい
ても行うものとする。巡視業務を行うに際し、瀬田川の河川状
況・河川利用状況を熟知すると共に適正な河川管理を行うにあ
たり、河川内の行為に対して公平な判断が求められる。このた
めには、河川管理についての豊富な経験と専門的な知識が必
要とされる。上記法人は、長年にわたって国土建設行政に従事
し、河川管理に関する幅広い経験と知識を活用して、行政の補
完的な役割を果たし、もって国土の発展に寄与することを目的
に設立した法人であり、豊富な行政経験を有し、的確な判断の
できる幅広い専門的知識を有した技術者を多く有している。
よって、（社）近畿建設協会と随意契約するものである。(会計法
第２９条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5684 （社）近畿建設協会
平成１７年度由良川上流巡視業
務

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年4月1日 6,195,000

○本業務は由良川の直轄管理区間の流水・土地の占用・河川
環境の状況把握により河川の適正管理のため実施する。当法
人は河川構造物・施設をはじめ河川行政に関する幅広い知
識、河川管理に関する豊富な経験を有し、信頼性・秘密保持と
円滑な業務執行が期待出来る唯一の機関。(会計法第２９条の
３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5685 （社）近畿建設協会
平成１７年度由良川下流巡視業
務

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年4月1日 9,660,000

○本業務は由良川の直轄管理区間の流水・土地の占用・河川
環境の状況把握により河川の適正管理のため実施する。当法
人は河川構造物・施設をはじめ河川行政に関する幅広い知
識、河川管理に関する豊富な経験を有し、信頼性・秘密保持と
円滑な業務執行が期待出来る唯一の機関。(会計法第２９条の
３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5686 （社）近畿建設協会
平成１７年度淀川上流河川巡視
業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年4月1日 39,532,500

本業務は、木津川、桂川、伏見、山崎出張所管内の淀川、宇
治川、木津川及び桂川の河川巡視を行い、河川の適正な管理
を行うものである。そのため、業務内容を熟知しておく事はもち
ろん、関係諸法令を遵守すると共に、巡視経路における地域の
状況、土地の権利状況や河川管理施設等の構造特性の知識
を有したものでなければならない。上記、（社）近畿建設協会
は、建設事業の推進を図り国土開発の発展に寄与し、且つ技
術の経験を活用する目的で設立されている。したがって当該業
務は、豊富な知識があり業務の経験、且つ信頼性があり、平成
１６年度においても本業務を実施し、豊富な知識並びに経験の
ある技術者を多数擁している。このことから本業務遂行するに
あたり充分な能力と信頼性を有している（社）近畿建設協会と
随意契約するものである。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5687 （社）近畿建設協会 亀の瀬地すべり巡視等業務
元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成17年4月1日 9,660,000

  本業務は、亀の瀬地すべり防止区域内において、巡視を行
い、不法行為に対する未然防止及び早期対応、地すべり防止
施設の状況等の把握を行い、施設管理に万全を期すものであ
る。特に業務の性格上、地すべり地内の現地の状況に精通し、
施設及び用地管理業務に関する豊富な経験と知識が必要であ
る。（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習
熟した技術により、建設事業の円滑な推進に資すると共に、建
設行政の補完的役割を果たし、もって国土開発の発展に寄与
することを目的に設立された公益法人である。本業務の円滑か
つ適正な履行にあたって、国土交通省が行う巡視管理業務等
に関して豊富な実績があるとともに、亀の瀬地すべり地内の状
況に精通しており、河川及び道路の巡視等の経験豊かな技術
者を有している者は、他には見受けられないことから、同協会
と随意契約するものである。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5688 （社）近畿建設協会 平成１７年度王寺出張所河川巡視
元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成17年4月1日 13,125,000

　本業務は、上記概要で述べたとおり、王寺出張所管内の大和
川及び佐保川の区間において、河川巡視をおこない、不法行
為に対する未然防止及び早期対応、堤防護岸等河川管理施
設の状況等の把握をおこない、河川管理に万全を期するもの
である。特に業務の性格上、河川巡視については、当該地区
の地理に十分精通している必要があるとともに、業務の円滑な
実施にあたり、河川管理に関する豊富な経験と習熟した知識並
びに、河川管理施設の維持管理向上につながる知識が必要で
あり、またそれに伴う技術が要求される。（社）近畿建設協会
は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟した技術より、建設事
業の円滑な推進に資するとともに、建設行政の補完的役割を
果たし、もって国土開発の発展に寄与することを目的に設立さ
れた公益法人であり、河川管理に関して実績があるとともに、
大和川の区間の状況に精通しており、河川巡視等の経験豊富
な技術者を有しているのは、他にはないことから公益法人であ
る（社）近畿建設協会と随意契約するものである。(会計法第２９
条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5689 （社）近畿建設協会 平成１７年度堺出張所河川巡視業
元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成17年4月1日 13,251,000

　本業務は、上記概要で述べたとおり、堺出張所管内の大和川
及び石川の区間において、河川巡視をおこない、不法行為に
対する未然防止及び早期対応、堤防護岸等河川管理施設の
状況等の把握をおこない、河川管理に万全を期するものであ
る。特に業務の性格上、河川巡視については、当該地区の地
理に十分精通している必要があるとともに、業務の円滑な実施
にあたり、河川管理に関する豊富な経験と習熟した知識並び
に、河川管理施設の維持管理向上につながる知識が必要であ
り、またそれに伴う技術が要求される。（社）近畿建設協会は、
建設事業にかかる豊富な経験と習熟した技術より、建設事業
の円滑な推進に資するとともに、建設行政の補完的役割を果
たし、もって国土開発の発展に寄与することを目的に設立され
た公益法人であり、河川管理に関して実績があるとともに、大
和川の区間の状況に精通しており、河川巡視等の経験豊富な
技術者を有しているのは、他にはないことから公益法人である
（社）近畿建設協会と随意契約するものである。(会計法第２９
条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5690 （社）近畿建設協会 平成１７年度猪名川河川巡視業務
松尾和巳　猪名川河川事務所
池田市上池田２－２－３９

平成17年4月1日 11,970,000

本業務の実施にあたっては、河川法及び関係諸規定等を熟知
しており、河川管理行政の知識と経験及び当河川事務所の管
理する河川の状況に精通していることが要求される。（社）近畿
建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟した技術に
より、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設行政の発展
に寄与することを目的に設立され、近畿管内における建設事業
に関するあらゆる業務について十分な実績を持っている。 した
がって、本業務の執行について信頼と実績があり、かつ的確な
判断が可能な管理者を多く有している（社）近畿建設協会と随
意契約を行うものである。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5691 （社）近畿建設協会 平成１７年度円山川巡視業務
後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年4月1日 9,597,000

（社）近畿建設協会は、建設事業に係わる豊富な経験と習熟し
た技術により国土交通行政の補完的役割を果たし、建設行政
の発展に寄与することを目的に設立した公益法人である。本業
務は、円山川の直轄管理区間を巡回し、その状況を確実に把
握し、河川管理施設の異常及び不法占用物件に対し河川管理
者が速やかに対処するために、必要な情報を収集するもので
あり、管内の地理、河川管理の内容等を熟知しておく必要があ
る。したがって、近畿地方整備局内においても十分な実績を
持っており、河川管理等の内容について精通しており、且つ信
頼性と円滑な執行ができる者は、（社）近畿建設協会の他に無
いことなどから（社）近畿建設協会と随意契約を行うものであ
る。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5692 （社）近畿建設協会
平成１７年度揖保川水系余部管
内河川巡視及び河川管理補助
業務

井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年4月1日 9,009,000

１）業務内容
①河川巡視教務は河川の状況を把握し、違法な河川使用等の
是正を行い、以て河川の適正な管理に努めるため、河川巡視
を行うものである。
②河川管理補助業務は余部出張所における占用申請の受
付、不法占使用、苦情の対応、境界明示及び現地立会等につ
いて職員を補助するものである。
２）相手方の業務執行能力
①河川巡視業務を実施するには、河川に関する十分な知識が
必要であり、巡視現場において的確、迅速な判断が求められる
ものである。
②河川管理補助業務を実施するには、河川に関する十分な知
識を有し、また、河川管理に必要な法律等を熟知し、占用等に
ついての外部からの問い合わせ等に対し、的確な判断力が必
要である。
③上記協会は、近畿管内各河川において長年、河川巡視及び
管理補助業務を行っており、蓄積された河川に関する経験・知
識を有し、過年度に置いても当該業務を受託し、現地の状況も
十分把握しいおり、当該業務の実効性は確実である。
３）相手方以外に当該業務を行うことが極めて困難であること
本業務は行政の補完的業務であり、業務で知り得た内容につ
いて、洩らしてはならない事項も多く、さらに占用、境界明示の
協議等、外部との接触も多く、守秘義務が求められる業務であ
る。　上記法人は行政経験の豊富な人材を多数有し守秘義務
についても信頼性が高い。　よって上記（社）近畿建設協会と随
意契約を行うものである。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5693 （社）近畿建設協会
平成１７年度揖保川水系龍野管
内河川巡視及び河川管理補助
業務

井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年4月1日 9,009,000

１）業務内容
①河川巡視教務は河川の状況を把握し、違法な河川使用等の
是正を行い、以て河川の適正な管理に努めるため、河川巡視
を行うものである。
②河川管理補助業務は龍野出張所における占用申請の受
付、不法占使用、苦情の対応、境界明示及び現地立会等につ
いて職員を補助するものである。
２）相手方の業務執行能力
①河川巡視業務を実施するには、河川に関する十分な知識が
必要であり、巡視現場において的確、迅速な判断が求められる
ものである。
②河川管理補助業務を実施するには、河川に関する十分な知
識を有し、また、河川管理に必要な法律等を熟知し、占用等に
ついての外部からの問い合わせ等に対し、的確な判断力が必
要である。
③上記協会は、近畿管内各河川において長年、河川巡視及び
管理補助業務を行っており、蓄積された河川に関する経験・知
識を有し、過年度に置いても当該業務を受託し、現地の状況も
十分把握しいおり、当該業務の実効性は確実である。
３）相手方以外に当該業務を行うことが極めて困難であること
本業務は行政の補完的業務であり、業務で知り得た内容につ
いて、洩らしてはならない事項も多く、さらに占用、境界明示の
協議等、外部との接触も多く、守秘義務が求められる業務であ
る。　上記法人は行政経験の豊富な人材を多数有し守秘義務
についても信頼性が高い。　よって上記（社）近畿建設協会と随
意契約を行うものである。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5694 （社）近畿建設協会
平成１７年度加古川水系小野管
内河川巡視及び河川管理補助
業務

井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年4月1日 12,736,500

１）業務内容①河川巡視教務は河川の状況を把握し、違法な
河川使用等の是正を行い、以て河川の適正な管理に努めるた
め、河川巡視を行うものである。②河川管理補助業務は小野
出張所における占用申請の受付、不法占使用、苦情の対応、
境界明示及び現地立会等について職員を補助するものであ
る。２）相手方の業務執行能力①河川巡視業務を実施するに
は、河川に関する十分な知識が必要であり、巡視現場において
的確、迅速な判断が求められるものである。②河川管理補助
業務を実施するには、河川に関する十分な知識を有し、また、
河川管理に必要な法律等を熟知し、占用等についての外部か
らの問い合わせ等に対し、的確な判断力が必要である。③上
記協会は、近畿管内各河川において長年、河川巡視及び管理
補助業務を行っており、蓄積された河川に関する経験・知識を
有し、過年度に置いても当該業務を受託し、現地の状況も十分
把握しいおり、当該業務の実効性は確実である。３）相手方以
外に当該業務を行うことが極めて困難であること本業務は行政
の補完的業務であり、業務で知り得た内容について、洩らして
はならない事項も多く、さらに占用、境界明示の協議等、外部と
の接触も多く、守秘義務が求められる業務である。　上記法人
は行政経験の豊富な人材を多数有し守秘義務についても信頼
性が高い。　よって上記（社）近畿建設協会と随意契約を行うも
のである。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5695 （社）近畿建設協会 平成１７年度東播海岸巡視業務
井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年4月1日 25,053,000

①業務内容当該業務は、海岸の状況を把握し、違法な海岸使
用等の是正を行い、以て海岸の適正な管理二努めるため、海
岸巡視を行うものである。②相手方の業務執行能力当該業務
を実施するには、海岸に関する十分な知識が必要であり、巡視
現場において的確かつ迅速な判断がも求められるものである。
上記（社）近畿建設協会は、過去から姫路管内において海岸・
河川・道路等で巡視業務等に携わっており、蓄積された海岸に
関する知識・経験を有し、過年度においても当該業務を受託
し、現地の状況も十分把握しており、当該業務の実効性は確実
である。③相手方以外に当該業務を行わせることが極めて困
難であること    当該業務は行政の補完的業務であり、業務で
知り得た内容について、洩らしてはならない事項も多く、さらに
占用・境界明示の協議等、外部との接触も多く、守秘義務が求
められている業務である。上記法人は行政経験の豊富な人材
を多数有し守秘義務についても信頼性が高い。　よって、上記
（社）近畿建設協会と随意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5696 （社）近畿建設協会
平成１７年度大滝ダム河川巡視
他業務

細川　雅　紀の川ダム統合管理
事務所　五條市三在町1681

平成17年4月1日 3,696,000

（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟し
た技術により、建設行政の補完的役割を果たし、建設行政の
発展に寄与することを目的に設立された公益法人である。さら
に、放流に係わる警報活動は、ダム管理者（行政）に通じた豊
富な知識及び判断が求められる業務であることから、行政上の
豊富な知識と経験を必要とする。したがって、過去の河川巡視
業務の実績がある職員を擁する（社）近畿建設協会以外に本
業務を遂行することは困難であり、（社）近畿建設協会と随意契
約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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契約担当官等の氏名並びに
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5697 （社）近畿建設協会
平成１７年度紀の川上流河川巡
視業務

大槻英治　和歌山河川国道事務
所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 2,520,000

本業務の実施にあたっては、河川管理に必要な法律等を熟知
するとともに、河川管理施設に関する技術的知識、河川環境に
ついての知識が必要であり、あわせて河川管理に関する経験
を有していることが必要である。（社）近畿建設協会は、管内で
の河川現況台帳調書調整業務等を通じて河川管理に必要な
法律等を熟知しているとともに、河川管理施設に関する技術的
知識及び河川環境についての十分な知識を有しており、さらに
紀の川の河川巡視並びに河川管理技術業務を通じて河川管
理に関する十分な経験を有している。本業務の実施にあたって
必要とされる条件を満足するのは、管内においては（社）近畿
建設協会以外に無いことから、（社）近畿建設協会と随意契約
を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5698 （社）近畿建設協会
平成１７年度紀の川中流河川巡
視業務

大槻英治　和歌山河川国道事務
所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 15,330,000

本業務の実施にあたっては、河川管理に必要な法律等を熟知
するとともに、河川管理施設に関する技術的知識、河川環境に
ついての知識が必要であり、あわせて河川管理に関する経験
を有していることが必要である。（社）近畿建設協会は、管内で
の河川現況台帳調書調整業務等を通じて河川管理に必要な
法律等を熟知しているとともに、河川管理施設に関する技術的
知識及び河川環境についての十分な知識を有しており、さらに
紀の川の河川巡視並びに河川管理技術業務を通じて河川管
理に関する十分な経験を有している。本業務の実施にあたって
必要とされる条件を満足するのは、管内においては（社）近畿
建設協会以外に無いことから、（社）近畿建設協会と随意契約
を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5699 （社）近畿建設協会
平成１７年度紀の川下流河川巡
視業務

大槻英治　和歌山河川国道事務
所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 17,619,000

本業務の実施にあたっては、河川管理に必要な法律等を熟知
するとともに、河川管理施設に関する技術的知識、河川環境に
ついての知識が必要であり、あわせて河川管理に関する経験
を有していることが必要である。（社）近畿建設協会は、管内で
の河川現況台帳調書調整業務等を通じて河川管理に必要な
法律等を熟知しているとともに、河川管理施設に関する技術的
知識及び河川環境についての十分な知識を有しており、さらに
紀の川の河川巡視並びに河川管理技術業務を通じて河川管
理に関する十分な経験を有している。本業務の実施にあたって
必要とされる条件を満足するのは、管内においては（社）近畿
建設協会以外に無いことから、（社）近畿建設協会と随意契約
を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5700 （社）近畿建設協会 北川水系河川巡視業務

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年4月1日 5,775,000

本業務を実施するには、河川管理に必要な法律等を熟知する
とともに、河川管理施設に関する技術的知識、河川環境の状
況についての知識が必要であり、あわせて河川管理に関する
経験を有していることが必要である。（社）近畿建設協会は、建
設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与す
ることを目的に設立された公益法人で、河川管理にかかる行政
経験と技術力の豊富な者をもって、建設事業の推進を図るため
に必要な事業を実施しており、河川管理に関する業務も多岐に
亘って実績がある。このため、本業務を実施できる者は（社）近
畿建設協会の他に無いことから、当協会と随意契約を行う。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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5701 （社）近畿建設協会 九頭竜川水系河川巡視業務

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年4月1日 13,986,000

本業務を実施するには、河川管理に必要な法律等を熟知する
とともに、河川管理施設に関する技術的知識、河川環境の状
況についての知識が必要であり、あわせて河川管理に関する
経験を有していることが必要である。（社）近畿建設協会は、建
設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与す
ることを目的に設立された公益法人で、河川管理にかかる行政
経験と技術力の豊富な者をもって、建設事業の推進を図るため
に必要な事業を実施しており、河川管理に関する業務も多岐に
亘って実績がある。このため、本業務を実施できる者は（社）近
畿建設協会の他に無いことから、当協会と随意契約を行う。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5702 （社）近畿建設協会 平成１７年度木津川上流河川巡視業務

谷　﨑　保　木津川上流河川事
務所　三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 13,429,500

業務の実施にあたっては、当事務所管内の河川の状況を踏ま
えた知識を有するとともに、現地の細やかな状況を把握してい
ることが重要である。（社）近畿建設協会は当事務所管内にお
いて長年にわたり砂防巡視、河川巡視や水質採水運搬など当
事務所管内の視線を含めた必要不可欠な業務を実施してお
り、当協会以上に詳細にわたり現地状況を熟知している業者は
ない。（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5703 （社）近畿建設協会
平成17年度琵琶湖河川事務所
管内河川構造物定期巡視業務

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年6月3日 9,870,000

 本業務は河川が常時良好な状態に保たれるよう、堤防・樋門
等の構造物の定期点検を、徒歩・目視による構造物巡視として
実施し、構造物の細部の状況を把握し、異常時に対して河川管
理上必要な情報及び資料の収集を図るものである出水期前後
及び洪水直後の構造物の徒歩巡視・細部点検を行い、河川管
理上必要な情報及び資料の収集を図るためには、琵琶湖河川
事務所が管理する瀬田川・野洲川・草津川の河川状況を熟知
すると共に、河川管理についての豊富な経験と専門的な知識
が必要とされる。上記法人は、長年にわたって国土建設行政に
従事し、河川管理に関する幅広い経験と知識を活用して、行政
の補完的な役割を果たし、もって国土の発展に寄与することを
目的に設立した法人であり、豊富な行政経験を有し、的確な判
断のできる幅広い専門的知識を有した技術者を多く有してい
る。上記法人は、当事務所管内においても瀬田川・野洲川・草
津川の河川巡視業務を行い、これらの経験と知識を十分に発
揮し適性な河川管理を行うための状況把握を行っている。ま
た、当業務は、琵琶湖河川事務所の河川巡視業務と一体的に
管理する必要があり密接な関係を有するものである。このよう
に、近畿管内において十分な実績と経験豊富な人材を有して
おり、現場の状況に精通し、より精度の高い巡視点検を行える
者は、上記社団法人以外になく、よって、（社）近畿建設協会と
随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5704 （社）近畿建設協会
平成１７年度由良川河川構造物
定期点検業務

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年5月13日 6,930,000

○本業務は河川構造物の目視点検を行うもので河川構造物の
設置・安全基準に関し高度な知識と技術、行政的実務経験が
必要。当法人は由良川の河川特性、河川工作物の諸基準に熟
知し幅広い知識と豊富な行政経験ある人材を有し、精度の高
い巡視点検を行える唯一の機関である。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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5705 （社）近畿建設協会 直轄管理施設月点検整備業務
吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年4月1日 3,675,000

当該陸閘は、水防組合等により運転操作されている設備であ
る。当該設備の機能を維持するためには、現状の淀川河川事
務所職員だけでは体制がとれないため、本業務により設備操
作の確実性、信頼性を確保するとともに水防組合等への操作
指導及び調整を行い維持管理に万全を期するものである。当
業務の実施にあたっては、特殊な構造・機構を持つ陸閘であ
り、地域の地形的特性や緊急時対応、地元調整について精通
するとともに施設全般の構造、操作要領を熟知しているものに
おいて実施させる必要がある。（社）近畿建設協会は従前より
本業務を行い、上記相当の知識と経験及び緊急時の行政的判
断力を有する唯一のところである。以上の理由により随意契約
するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5706 （社）近畿建設協会 大和川河川事務所管内堤防等調
元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成17年7月29日 14,962,500

　本業務は堤防・樋門等の構造物を徒歩・目視による巡視を行
い異常時に対して河川管理上必要な状況の把握及び資料の
収集を行うものである。特に業務の性格上、大和川の現地状況
に精通している必要があるとともに業務の円滑な実施にあた
り、河川管理に関する豊富な経験と習熟した知識並びに、河川
管理施設の維持向上につながる知識が必要であり、またそれ
に伴う技術や対応、判断が要求される。（社）近畿建設協会は、
建設事業にかかる豊富な経験と習熟した技術により、建設事
業の円滑な推進に資するとともに国土交通行政の補完的役割
を果たし、もって国土開発の発展に寄与することを目的に設立
された公益法人であり、河川管理に関しての実績があるととも
に、大和川の区間の状況に精通しており、河川巡視等の経験
豊富な技術者を有しているのは、他にないことから（社）近畿建
設協会と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5707 （社）近畿建設協会
平成１７年度淀川河川事務所管
内構造物定期巡視業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年4月1日 12,810,000

本業務は河川が常時良好な状態に保たれるよう、堤防・樋門
等の構造物の定期点検を、徒歩・目視による構造物巡視として
実施し、構造物の細部の状況を把握し、異常時に対して河川管
理上必要な情報及び資料の収集を図るものである。
　（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟
した技術により、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設
行政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であ
る。その事業内容は、建設事業普及のための広報活動・建設
事業施工の調査研究に関する事業・建設工事の改良及び発展
を図る事業・講演会、研究会その他 催物等の開催・建設事業
に関する業務の委託等多岐に亘っており、中でも、河川巡視に
よる構造物の点検・調査及び検討は、本協会の大きな役割の
一つである。このように、近畿管内において十分な実績と経験
豊富な人材を有しており、現場の状況に精通し、より精度の高
い巡視点検を行える者は、上記社団法人以外になく、よって、
（社）近畿建設協会と随意契約するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5708 （社）近畿建設協会 平成１７年度猪名川河川事務所管
松尾和巳　猪名川河川事務所
池田市上池田２－２－３９

平成17年6月30日 6,772,500

（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟し
た技術により、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設行
政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人である。
その事業内容は、建設事業普及のための広報活動。建設事業
施工の調査研究に関する事業・建設工事の改良及び発展を図
る事業・講演会、研究会その他催物等の開催。建設事業に関
する業務の委託等多岐に亘っており、中でも、河川巡視による
構造物の点検・調査及び検討は、本協会の大きな役割の一つ
である。このように、近畿管内において＋分な実績と経験豊富
な人材を有しており、現場の状況に精通し、より精度の高い巡
視点検を行える者は、上記社団法人以外になく、よって、（社）
近畿建設協会と随意契約するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5709 （社）近畿建設協会
平成１７年度豊岡河川国道事務
所管内構造物定期巡視業務

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年6月9日 11,392,500

本業務は堤防及び護岸等の構造物の点検を徒歩・目視による
構造物巡視として実施するもので、堤防及び護岸等構造物の
細部の状況を把握するためには、河川工作物の設置基準や安
全基準等に関して十分な知識と技術的にも又行政的にも豊富
な実務経験が必要である。上記法人は、国土交通行政全般に
わたる幅広い経験を活用し、国土交通行政の補完的役割を果
たし、国土交通行政の発展に寄与することを目的に設立された
法人であり、長年、国土交通行政に従事し業務遂行にあたり、
河川工作物に関する諸基準について熟練した技術と行政知識
等河川管理上必要な知識に精通した実務経験豊富な技術者を
多く保有していることから、より精度の高い巡視点検を迅速に
履行しうる唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5710 （社）近畿建設協会
姫路河川国道事務所管内構造
物定期巡視業務

井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年7月5日 21,934,500

（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟し
た技術により、建設行政の補完的な役割を果たし、もって建設
行政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であ
る。その業務内容は、建設事業普及のための広報活動・建設
事業施工の調査に関する事業・建設工事の改良及び発展を図
る事業・講演会、研究会その他催物等の開催・建設事業②関
する業務の委託等多岐に亘っており、中でも、河川巡視による
構造物の点検・調査及び検討は、本協会の大きな役割の一つ
である。　　このように、近畿管内において十分な実績と経験豊
富な人材を有しており、現場の状況に精通し、より精度の高い
巡視点検を行える者は、上記社団法人以外になく、よって、
（社）近畿建設協会と随意契約するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5711 （社）近畿建設協会
平成１７年度和歌山河川国道事
務所管内構造物定期巡視業務

大槻英治　和歌山河川国道事務
所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年6月3日 13,230,000

本業務の実施にあたっては、河川管理に必要な法律等を熟知
すると共に、河川管理施設に関する技術的知識、河川環境に
ついての知識が必要であり、併せて河川管理に関する経験を
有していることが必要である。（社）近畿建設協会は、管内での
河川現況台帳調書整理業務等を通じて河川管理に必要な法
律等を熟知していると共に、河川管理施設に関する技術的知
識及び河川環境についての十分な知識を有しており、さらに紀
の川の河川巡視並びに河川管理技術業務を通じて河川管理
に関する十分な経験を有している。本業務の実施にあたって必
要とされる条件を満足するのは、管内においては（社）近畿建
設協会以外にないことから、（社）近畿建設協会と随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5712 （社）近畿建設協会
平成１７年度熊野川河川構造物
定期点検業務

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年6月9日 3,045,000

　本業務において、防災という観点から河川管理者と同一視点
から、現況各施設の状態判定を行うものである。
　（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟
した技術により、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設
行政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であ
る。その事業内容の中でも、河川巡視による構造物の点検・調
査及び検討などは、本協会の大きな役割の一つである。さらに
防災エキスパート制度において、管内直轄河川に精通し、かつ
河川管理者と同等の豊富な経験を有する人材確保などの支援
が可能であったのは（社）近畿建設協会のみである。
　本業務において求められる、河川管理者と同一視点からの現
況各施設の状態判定が可能であるのは（社）近畿建設協会以
外にない。よって、（社）近畿建設協会と随意契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5713 （社）近畿建設協会
平成１７年度福井河川国道事務
所管内河川構造物目視点検業
務

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年6月14日 19,215,000

本業務を実施するには、河川管理に必要な法律等を熟知する
とともに、河川管理施設に関する技術的知識、河川環境の状
況についての知識が必要であり、あわせて河川管理に関する
経験を有していることが必要である。（社）近畿建設協会は、建
設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与す
ることを目的に設立された公益法人で、河川管理にかかる行政
経験と技術力の豊富な者をもって、建設事業の推進を図るため
に必要な事業を実施しており、河川管理に関する業務も多岐に
亘って実績がある。このため、本業務を実施できる者は（社）近
畿建設協会の他に無いことから、当協会と随意契約を行う。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5714 （社）近畿建設協会
平成１７年度木津川上流河川事
務所管内構造物定期巡視業務

谷　﨑　保　木津川上流河川事
務所　三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年5月30日 9,975,000

　（社）近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験と習熟し
た技術により、建設行政の補完的役割を果たし、建設行政の
発展に寄与することを目的として設立された公益法人である。
中でも河川巡視による構造物の点検・調査及び検討は本協会
の大きな役割の一つである。近畿管内において十分な実堰と
経験豊富な人材を有しており、現場の状況に精通し、より精度
の高い巡視点検を行える者は、他にない。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5715 （社）近畿建設協会 平成17年度船舶運航管理業務
河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年4月1日 8,925,000

本業務は、「湖水守」並びに「アクアレインボー」の良好な運航
を目的とした点検、管理ならびに船舶航行に関する資料整理を
行うものである。当該業務は、琵琶湖河川事務所が保有してい
る巡視船「湖水守」並びに「アクアレインボー」の良好な運航を
目的として運航点検や停泊点検等を行うもので、この際に琵琶
湖、瀬田川および野洲川の河川区域状況や河川管理の内容を
熟知しておく必要がある。上記の法人は、建設事業に関する多
種の事業に携わっており、河川管理業務ついても近畿地方整
備局内に十分な実績を有している。また、琵琶湖、瀬田川およ
び野洲川の河川区域状況や河川管理等にも、豊富な経験と十
分な実績を有している。以上により、上記法人においては業務
を適切に履行できると認められるため、随意契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5716 （社）近畿建設協会
平成17年度土砂災害情報監視
業務

吉川　知弘　六甲砂防事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉東町
３－１３－１８

平成17年4月1日 12,705,000

本業務は、土砂災害情報関係機器の取り扱いとその機能及び
各機器の設置位置関係や降雨特性に対して豊富な知識が必
要とされる。また、緊急時に職員不在時は外部からの問い合わ
せ、苦情対応等に適切に双方向に対応する情報提供を行うこ
とから行政的な知識・経験も必要となる。上記業者は、建設事
業に係る豊富な経験と習熟した技術により、建設行政の発展に
寄与することを目的に設立された公益法人であり、その事業内
容は、建設事業施行のための調査研究に関する事業をはじめ
多岐にわたっている。六甲砂防事務所管内においても土砂災
害広報に於いては関係市との交渉や砂防及び河川流域の情
報収集等行っており、行政的な知識・経験では他に並ぶものが
ない。
　上記の点から、本業務を的確に遂行しうるのは、（社）近畿建
設協会以外になく、随意契約を締結するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5717 （社）近畿建設協会
平成17年度砂防設備調査点検
業務

吉川　知弘　六甲砂防事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉東町
３－１３－１８

平成17年6月7日 17,755,500

　本作業を実施するには、砂防施設に関する技術的知識、
個々の砂防設備に関する状況、経緯及び砂防設備の管理に
関する法律等を熟知していること。併せて砂防設備の管理、行
政経験を有することが必要である。（社）近畿建設協会は、建設
事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与する
ことを目的に設立された公益法人で、砂防に関する行政経験と
技術力の豊富な者を有し、建設事業の推進を図るために必要
な事業を実施しており、六甲山系の地形、砂防設備に精通し、
多岐にわたって業務実績がある。このため、本業務を実施出来
る者は（社）近畿建設協会の他に無いことから、等協会と随意
契約を行う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5718 （社）近畿建設協会
平成１７年度共済組合員資格審
査等補助業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月5日 1,732,500

支払基金等から送付されてくる診療報酬明細書に基づき共済
組合員の資格審査を補助し、診療報酬明細書等の資料整理の
補助を行うものである。診療報酬明細書は、本来保険診療の
算定内容を記載したものであるが、傷病名、診療開始日及び
診療内容等が含まれており、組合員及び被扶養者の個人情報
として機密保持に努めなければならないものである。本業務は
このような機密性の高い診療報酬明細書の整理を目的として
おり、業務内容について経験豊富かつ機密保持を保てる信頼
性のある職員を有する業者は同法人のみである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5719 （社）近畿建設協会 平成17年度河川管理補助業務
河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年4月1日 7,507,500

　本業務は、琵琶湖河川事務所において、河川法に基づく申請
書類の審査及び河川台帳　の調整等を行い、河川管理事務の
円滑化を図るものである本業務は、河川管理事務の重要な位
置を占める許認可事務の審査及び台帳の調整等を行うもの
で、その処理にあたっては現地での立会及び指導も含むため
関係法令及び河川管理関係事務に精通し、かつ、的確な判断
が要求される。また、各種個人あるいは企業情報を含む直接
一般国民に対する許認可行為であるため、機密の保持も必要
となる。上記業者は、国土交通行政の発展に寄与することを目
的に設立された公益法人であり、琵琶湖河川事務所の事業を
熟知し、河川法等の諸法令に関する事務における専門的知識
を有した豊富な経験に基づき、近畿管内で十分な実績をもって
いる。また、機密の保持についても社団法人としての設立主旨
から十分な実績をもっている。従って、当業務の実施にあたっ
ては、上記（社）近畿建設協会以外なく随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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（円）
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5720 （社）近畿建設協会
平成１７年度河川管理事務補助
業務

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年4月1日 3,465,000

○本業務は、河川台帳、河川占用受付許可、樋門講習会、水
質汚濁連絡会等準備等河川管理に係る事務補助業務で秘密
保持が必要。当法人は河川行政に関する幅広い知識と豊富な
経験を有し河川管理に精通し、信頼性・秘密保持と円滑な業務
執行が期待出来る唯一の機関。（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5721 （社）近畿建設協会
平成１７年度淀川河川事務所管
内管理補助業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年4月1日 28,350,000

本業務は、淀川河川事務所管内の毛馬出張所、木津川出張
所、伏見出張所及び占用調整課、管理課における許認可業務
に係る河川管理上必要となる資料整理・作成をするもので、業
務内容を熟知していくことはもちろん河川関係法令等を熟知す
る等、河川管理に係る充分な知識と経験を有する者でなけれ
ばならない。上記（社）近畿建設協会は、建設事業の推進を図
り国土開発の発展に寄与し、且つ技術と経験を活用する目的
で設立されたものであり、河川管理にかんして豊富な知識並び
に経験のある技術者を多数擁し、本業務を遂行するのに充分
な能力と信頼性がある（社）近畿建設協会と随意契約するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5722 （社）近畿建設協会
平成１７年度大和川河川管理関
係補助業務

元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成17年4月1日 3,202,500

　本作業は、上記概要で述べたとおり、河川法に基づく各種申
請書類の受付、簡易なものの許可書案の作成補助及び河川
現況台帳の整理等を行う業務である。このため、業務遂行にあ
たっては、河川管理に関する豊富な経験と習熟した知識並びに
当該地区の地理等に十分精通している必要がある。（社）近畿
建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟した技術に
より、建設事業の円滑な推進に資すると共に、建設行政の補完
的役割を果たし、もって国土開発の発展に寄与することを目的
に設立された公益法人であり、河川管理に関して実績があると
ともに、大和川の区間の状況に精通し、経験豊富な技術及び
特殊な業務上の経験を有しているのは、他には見受けられな
いことから、公益法人である（社）近畿建設協会と随意契約す
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5723 （社）近畿建設協会
平成１７年度王寺出張所管理補
助業務

元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成17年6月30日 2,677,500

　本業務を遂行するには、現地の状況に精通している必要があ
るとともに業務の円滑な実施にあたり、河川管理に関する豊富
な経験と習熟した知識並びに河川管理施設の維持向上につな
がる知識が必要であり、またそれに伴う技術対応、判断が要求
される。（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験
と習熟した技術により、建設事業の円滑な推進に資するととも
に、国土交通行政の補完的役割を果たし、もって国土開発の発
展に寄与することを目的に設立された公益法人であり、河川管
理に関して実績があるとともに、大和川の区間の状況に精通
し、経験豊富な技術及び特殊な業務上の経験を有しているの
は、同法人以外にはないことから、（社）近畿建設協会と随意契
約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5724 （社）近畿建設協会 平成１７年度河川管理補助業務
後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年9月9日 2,152,500

本業務は豊岡河川国道事務所管内の河川管理に関する事務
補助を行い、占用等許認可事務、河川敷地境界明示・確定事
務等河川管理に係る資料作成・整理を行うもので、河川管理に
関する豊富な経験や関係法令等習熟した知識及び行政的な実
務経験が必要であるとともに、占用、敷地境界の協議等業務実
施上で得た情報等は国土交通省職員と同等の機密の保持も
求められる。（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な
経験と習熟した技術により、国土交通行政の補完的役割を果
たし、国土交通行政の発展に寄与することを目的に設立された
法人である。上記法人は河川管理に係る関係法令等熟知し、
行政知識と実務経験豊富な者を多く保有し、本業務に求められ
る種々の知見と公正な判断能力を有している。したがって、本
業務の遂行に必要な知識、経験、技術を併せ持っている者は、
（社）近畿建設協会以外にないことから同法人と随意契約する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5725 （社）近畿建設協会 平成１７年度河川管理課技術補助
後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年10月31日 5,985,000

本業務は豊岡河川国道事務所河川管理課維持係において、
河川管理施設の施設管理等に係る予算、計画、工事並びに各
種施設点検及び樋門操作委託等に関する資料作成・整理の技
術補助を行うものある。これらの資料作成取りまとめにあたって
は、河川管理及び国土交通行政の知識と公平性が必要である
とともに、業務実施上で得た情報等は国土交通省職員と同等
の機密の保持も求められる。（社）近畿建設協会は、建設事業
にかかる豊富な経験と習熟した技術により、国土交通行政の
補完的役割を果たし、国土交通行政の発展に寄与することを
目的に設立された法人である。上記法人は、行政的な知識を
持った者を多く保有し、本業務に求められる種々の知見と公正
な判断能力を有している。したがって、本業務の遂行に必要な
知識、経験、技術を併せ持っている者は、（社）近畿建設協会
以外にないことから同法人と随意契約するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5726 （社）近畿建設協会
平成１７年度船戸出張所河川管
理技術業務

大槻英治　和歌山河川国道事務
所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 8,610,000

本業務は、船戸出張所における占用申請の受付、審査、不法
占用、住民対応、境界明示及び現地立会等について職員を補
助するものである。本業務の実施にあたっては、河川管理に必
要な法律等を熟知するとともに、河川管理施設に関する技術的
知識、河川環境についての知識が必要であり、あわせて河川
管理に関する経験を有していることが必要である。（社）近畿建
設協会は、管内での河川現況台帳調書調整業務等を通じて河
川管理に必要な法律等を熟知しているとともに、河川管理施設
に関する技術的知識及び河川環境についての十分な知識を有
しており、さらに紀の川の河川巡視並びに河川管理技術業務を
通じて河川管理に関する十分な経験を有している。本業務の
実施にあたって必要とされる条件を満足するのは、管内におい
ては（社）近畿建設協会以外に無いことから、（社）近畿建設協
会と随意契約を行うものである。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5727 （社）近畿建設協会 河川管理補助業務
黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年4月1日 4,672,500

　本業務は、河川法に基づく敷地や施設に対する管理補助で、
河川管理者に近い立場で判断を有する行政行為の補助に係る
業務である。よって当該業務を行うには、特定の経験と知識及
び高度な守秘義務、かつ中立性・公平性が求められる。
　以上のことから、本業務において契約の相手方は（社）近畿
建設協会に特定されるため随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5728 （社）近畿建設協会
九頭竜川出張所河川管理等補
助業務

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年4月1日 6,405,000

本業務は、九頭竜川出張所における、占用申請の受付、審
査、不法占用、住民との対応、境界明示及び現地立会等につ
いて職員を補助するものである。本業務を実施するには、河川
管理に関する十分な知識と経験を有し、また、河川管理に必要
な法律等を熟知し、占用等についての外部からの問い合わせ
等に対し、的確に対応する必要がある。さらに、当該業務にお
いては、占用の協議、境界明示の協議等、外部との接触も多く
守秘義務が特に強く求められる業務である。（社）近畿建設協
会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展
に寄与することを目的に設立された公益法人で、河川管理にか
かる行政経験と技術力の豊富な者をもって、建設事業の推進
を図るために必要な事業を実施しており、河川管理に関する業
務も多岐に亘って実績がある。このため、本業務を実施できる
者は（社）近畿建設協会の他に無いことから、当協会と随意契
約を行う（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5729 （社）近畿建設協会 河川情報連絡業務
河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年4月1日 10,395,000

　本業務は、河川情報の収集、時間外における緊急時及び外
部からの問合せに対する応答及び連絡、瀬田川洗堰及びこれ
に関連する河川管理施設等の巡回点検、並びに各種情報の
連絡を行うものである。本業務を円滑かつ適切に履行するため
には、琵琶湖河川事務所の事業内容を熟知していると共に地
理的な把握、及び河川行政に対する専門的な知識と経験を有
する必要がある。上記法人は、長年にわたって国土建設行政
に従事し、河川管理に関する幅広い経験と知識を活用して、行
政の補完的な役割を果たし、もって国土の発展に寄与すること
を目的に設立した法人であり、豊富な行政経験を有し、的確な
判断のできる幅広い専門的知識を有した技術者が多く、また琵
琶湖河川事務所の業務実績も多く有している。よって、当該業
務の実施にあたっては、（社）近畿建設協会以外になく、当協会
と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5730 （社）近畿建設協会 平成１７年度大和川河川事務所情
元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成17年4月1日 8,925,000

　本業務は、上記概要で述べたとおり、河川等に関する情報の
受理及び庁舎の巡回点検等を行い、必要な場合には迅速かつ
正確に情報を伝えるものである。このため、情報の受理及び正
確な伝達にあたっては、河川管理に関する豊富な経験と習熟し
た知識及び技術が要求されるとともに、気象・水文・水質等に
関する知識・経験と当該地区の地理等に十分精通している必
要がある。
（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟し
た技術より、建設事業の円滑な推進に資するとともに、建設行
政の補完的役割を果たし、もって国土開発の発展に寄与するこ
とを目的に設立された公益法人であり、河川管理に関して実績
があるとともに、大和川の区間の状況に精通し、経験豊富な技
術及び特殊な業務上の経験を有しているのは、他にはないこと
から公益法人である（社）近畿建設協会と随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5731 （社）近畿建設協会
平成１７年度豊岡河川国道事務
所情報連絡業務

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年4月1日 12,327,000

上記公益法人は、建設事業に係わる豊富な経験と習熟した技
術により建設行政の補完的役割を果たし、建設行政の発展に
寄与することを目的に設立した公益法人であり、その事業内容
は建設事業に関する業務の委託、広報活動、調査研究等多岐
に亘っており、建設行政の円滑な執行に大きく寄与している。ま
た、近畿地方整備局管内においては、河川管理や道路管理に
関した実績や評価は十分なものがある。本業務の適正な履行
にあたっては、各種の情報連絡に的確に対応するため管内の
地理等に精通しており、河川や道路に関した一般的な知識や
経験も重要であり、知り得た情報は第三者に漏らしてはならな
い事項も多く発生することから、当管内の河川や道路に関した
管理全般にわたる広い知識と経験豊かな技術者を保有してい
る（社）近畿建設協会の他は出来ない業務である。よって上記
法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5732 （社）近畿建設協会
平成１７年度施設管理情報連絡
業務

細川　雅　紀の川ダム統合管理
事務所　五條市三在町1681

平成17年4月1日 27,300,000

本協会は、建設事業の円滑な推進に資し、国土整備の発展に
寄与することを目的に設立されており、近畿管内での庁舎管理
補助業務の実績も多く、当核業務の内容に精通している。ま
た、本業務においては長年の経験及びその正確性、敏速性及
びその内容の専門的分野を求められるものであり、それには本
協会以外に実施できる業者はいない。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5733 （社）近畿建設協会 平成１７年度河川情報連絡業務
谷　﨑　保　木津川上流河川事
務所　三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 9,975,000

本業務は職員の勤務時間外に河川に係わる情報を速やかに
収集配信し、河川管理業務の円滑化と質の向上を目的として
いることから、河川の状況を適切に把握し、且つ地域の特性を
熟知していることが求められる。防災体制下においては河川に
関する十分な知識が必要であり、的確且つ迅速な判断が求め
られる。　以上について、（社）近畿建設協会は当該業務につい
て極めて精通しており、当事務所管内の河川状況等を確実に
把握でき、加えて地元地域特性にも熟知している河川管理経
験豊富な職員を抱えており、当協会以外に業務を行わせること
は極めて困難である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地
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5734 （社）近畿建設協会
平成１７年度淀川ダム管理情報
連絡業務

上下　芳夫　淀川ダム統合管理
事務所　大阪府枚方市山田池北
町１０－１

平成17年4月1日 8,610,000

本業務を実施するには、淀川ダム統合管理事務所の各種施設
及び計器類についての知識と異常表示についての見識が求め
られる。また水文、気象の特性を理解して必要な部署へ的確に
連絡することができる能力と経験が要求される。淀川ダム群の
統合管理及び防災管理について的確に処理する能力を有し十
分な信頼性の保持が求められる情報の受信伝達は緊急性が
高くかつ対外的な事項も多く高度な行政経験が必要である。
（社）近畿建設協会は、公共事業の進展に伴い輻輳する業務、
社会的ニーズに対応して知識と経験を活用し建設事業の円滑
な遂行を支援するものであり、もって事業の推進や国土の発展
に寄与する目的で設立された法人である。当該協会は、ダム管
理及び防災管理業務の経験者が在職し、上記業務を実行して
いく知識、能力を持ち合わせていることから行政補助者として
の役割を充分遂行できるものである。これらの経験、能力は他
の業者に取って代わるものではなく他の業者に業務委託するこ
とは業務上著しい支障が生じることとなる。よって当該協会と随
意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5735 （社）近畿建設協会 平成１７年度施設管理及び情報連
中村　甚一　九頭竜川ダム統合
管理事務所　福井県大野市中野
２９－２８

平成17年4月1日 30,450,000

　本業務は、事務所及び両支所の情報管理及び庁舎管理に万
全を期すものであり、特にダム管理については十分な経験が
必要である。上記（社）近畿建設協会は、建設事業に係わる豊
富な経験と習熟した技術により、建設行政の補完的役割を果
たし、もって建設行政の発展に寄与することを目的に設立され
た。その事業内容は、建設事業普及のための広報活動、建設
事業施工の調査研究に関する事業、建設工事の改良及び発
展を図る事業、講演会、研究会、その他催し物等の開催、建設
事業に関する業務の受託等多岐にわたっており、近畿管内に
おいて十分な実績を持っている。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5736 （社）近畿建設協会
平成１７年度東播海岸ホットライ
ン受付他業務

井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年4月1日 4,987,500

業務内容
当該業務は、東播海岸利用者からの砂浜陥没等の情報を得、
海岸の適正な管理に努めるとともに各関係機関との連携を図
るものである。
相手方の業務執行能力
当該業務を実施するには、海岸に関する十分な知識が必要で
あり、上記（社）近畿建設協会は、過去から東播海岸巡視等も
行っており、東播海岸沿岸の地名、地形、海岸構造物等に関す
る十分内知識・経験を有し、当該業務を遂行するにあたって十
分な能力を有している。
相手方以外に当該業務を行わせることが極めて困難であるこ
と
当該業務は個人からの電話を取り次ぐため、守秘義務が求め
られるものであり、行政経験豊富な人材を多数有している上記
（社）近畿建設協会は、他業者より優れた成果を得ることが出
来、守秘義務についても信頼性が高い。よって、上記（社）近畿
建設協会と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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5737 （社）近畿建設協会
平成17年度砂防指定地申請図
書作成業務

吉川　知弘　六甲砂防事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉東町
３－１３－１８

平成17年6月7日 4,725,000

本業務を実施するには、砂防設備の管理・砂防指定地に関す
る法令など砂防行政に関する専門的知識を必要とし、併せて、
砂防指定地進達等の行政経験を有することが必要である。
（社）近畿建設協会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって
国土開発の発展に寄与することを目的に設立された公益法人
で、砂防に関する行政経験と技術力の豊富な者をもって、建設
事業の推進を図るために必要な事業を実施しており、六甲山
系における砂防指定地等の状況に明るく、又、砂防設備・砂防
指定地の整備、保全　に関する法令・事例に精通し、砂防指定
地進達等の行政経験を有している。
　このため、本業務を的確に実施できる者は、社団法人　近畿
建設協会の他にないことから、当法人と随意契約を行う。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5738 （社）近畿建設協会
平成１７年度河川敷地等調査技
術業務

細川　雅　紀の川ダム統合管理
事務所　五條市三在町1681

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、取得用地の整理および河川管理区域における土地
問題の解決等を行うものであり、そのためには用地補償や登
記の知識はもとより、河川法、その他関係諸規定に精通するな
ど用地管理と河川管理の知識・経験併せ持ち、処理する能力
が必要である。また、各種情報を扱うため機密保持も重要であ
る。（社）近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験と熟練
した技術により、建設行政の発展に寄与するすることを目的と
して設立され、本業務を行う上で必要となる知識を持ち、且つ、
用地補償、登記、河川敷地等の調査、確認など用地管理およ
び河川管理の経験が豊富で、機密保持の重要性を十分理解し
た職員を多数有している。以上のことから、本業務を的確且つ
円滑に遂行でき、且つ営利を目的としない公益法人である（社）
近畿建設協会と随意契約するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5739 （社）近畿建設協会
平成１７年度村道移管図書作成
業務

細川　雅　紀の川ダム統合管理
事務所　五條市三在町1681

平成17年10月26日 28,350,000

（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟し
た技術により、建設行政の補完的役割を果たし、建設行政の
発展に寄与することを目的として設立された公益法人である。
その事業の内容は、建設事業普及のための広報活動、調査研
究に関する事業・建設事業に関する受託等多岐に渡っており、
近畿地方整備局管内においても多大な実績を有している。本
業務は、人知３号線等の道路管理に必要な移管図書を作成す
るものであり、資料作成にあたっては、道路管理業務に関する
幅広い専門知識と、路線及び周辺地域に熟知している必要が
ある。上記法人は、近畿管内において道路管理業務に関する
十分な実績を有しており、過去に、国道１６９号線（迫～白川
渡）、村道下多古線、県道中奥線等の監理用移管図書の作成
を行っており、地元道路行政に精通し、路線及び周辺地域の状
況にも詳しく、業務内容についても熟知している。従って、当核
業務に精通した経験豊富な職員を有し、十分な業務上の知識
と経験があり良好な成果が期待でき、また、地元状況にも精通
しており、本業務に適切な人材確保を行うには（社）近畿建設
協会と随意契約を締結する必要がある。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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5740 （社）近畿建設協会
平成１７年度大滝ダム河川区域
等整理業務

細川　雅　紀の川ダム統合管理
事務所　五條市三在町1681

平成17年11月16日 34,650,000

（社）近畿建設協会は建設事業の円滑な推進に資し、もって国
土開発の発展に寄与することを目的として設立された公益法人
である。その事業内容は、建設事業普及のための広報活動、
調査研究に関する事業・建設事業に関する受託等多岐に渡っ
ており、近畿地方整備局管内において多大な実績を有してい
る。本業務は、大滝ダムにおける河川区域設定に必要となる資
料作成を行うものであり、当核業務の履行にあたっては、河川
管理業務に関する幅広い専門知識と、周辺地域に熟知してい
る必要がある。上記法人は、近畿管内において河川管理業務
に関する十分な実績を有しており、過去に木津川支川往古川
で河川区域の設定を行うために必要な資料作成を実施してい
る他、国道１６９号線（迫～白川渡、）村道下多古線、県道中奥
線等の管理図書作成業務を行っており周辺地域の状況にも詳
しく熟知している。よって、当核業務に精通した経験と実績を有
し、地元状況にも精通した人材確保を行うには（社）近畿建設
協会と随意契約を締結する必要がある。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5741 （社）近畿建設協会 平成１７年度相談窓口等業務
小畑　直樹　猪名川総合開発工
事事務所
箕面市牧落１－１９－３０

平成17年4月1日 12,967,500

　　本業務の遂行には、地元関係者等と培ってきた信頼関係を
維持、継続していくための相談員配置であり、国土行政に対す
る理解と土木技術・土地に関する権利関係 ・補償理論等々、
多方面に渡っての豊富な知識・経験を持ち合わせていることが
相談業務の重要な条件となる。さらに、相談者の財産やプライ
バシーに関すること、及び関係機関の各種情報に接することか
ら、極めて厳しい機密の保持が要求される。上記（社）近畿建
設協会は、国土行政・建設事業に係る豊富な経験と習熟した技
術により、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設行政の
発展に寄与する事を目的に設立された公益法人であり、その
業務内容は建設事業の普及に係る広報活動、建設事業施行
の調査研究に関する事業、各種技術マニュアルの作成等多岐
にわたっており、業務の重要性と類似する業務の十分な実績、
豊富な経験と習熟した多数の技術者の保有等を考え合わせる
と、本業務を遂行できる唯一可能な法人である。以上のことか
ら、社団法人近畿建設協会と随意契約を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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5742 （社）近畿建設協会 平成１７年度淀川管内河川台帳整
吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年7月26日 11,264,000

本業務は、河川管理上整備しておくべき河川台帳に必要な資
料を収集整理・修正・追加し河川台帳として整備し更新可能な
様に
電子化するものである。　上記（社）近畿建設協会は、近畿地
方整備局管内の同様な業務を各種受注しており、台帳整備に
必要な
河川関係諸法令や許認可書類の記載内容・工事履歴等に精
通していると共に、高度な知識と豊富な経験を持つ技術者を有
している。また、淀川河川事務所管内の河川特性及び諸施設
の諸元に精通した経験豊富な業務担当者を多く有し、河川の
保全、調査、研究など国民の生活環境の向上に寄与し、河川
管理にかかることを目的とした業務を行うことが出来る。当協会
は、建設事業や河川管理業務にかかる豊富な経験と習熟した
技術により、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設行政
の発展に寄与することを目的に設立された公益法人である。こ
のことから、当該業務を実施するにあたり、円滑かつ適切な履
行を行う上で高度な知識及び技術力を有している業者は上記
以外になく、上記業者と随意契約を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5743 （社）近畿建設協会 大和川管内河川カルテ等台帳整
元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成17年11月22日 28,707,000

　本業務は、大和川の直轄管理区間を巡回し、現地の状況を
確実に把握し、河川管理施設の異常及び不法占用物件に対し
河川管理者が速やかに対処するために、必要な情報を蓄積整
理するものである。特に業務の性格上、管内の地理、河川管理
の内容等を熟知しておく必要があるとともに業務の円滑な実施
にあたり、河川管理に関する豊富な経験と習熟した知識並びに
河川管理施設の維持向上につながる知識が必要であり、ま
た、それに伴う技術や対応、判断が要求される。上記、（社）近
畿建設協会は建設事業にかかる豊富な経験と習熟した技術に
より建設行政の補完的役割を果たし、「建設事業の円滑な推進
に資し、もって国土開発の発展に寄与する」ことを目的に設立さ
れた公益法人である。その業務内容は建設事業普及のための
広報活動、建設事業施工の調査・研究に関する事業、建設事
業全般にかかる各種の業務・作業の受注等多岐にわたってお
り、河川管理に関して実績があるとともに、大和川の区間の状
況に精通しており、河川巡視等の経験豊富な技術者を有して
いるのは、他にないことから、（社）近畿建設協会と随意契約を
するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5744 （社）近畿建設協会 平成１７年度猪名川河川資料電子
松尾和巳　猪名川河川事務所
池田市上池田２－２－３９

平成17年11月25日 29,400,000

本業務を履行するに当たっては、既存する資料・データを抽
出整理する他、工事履歴や現在履行中の河川堤防モニタリン
グ結果等を基に実施するもので、既存資料等内容の把握及び
現地状況に精通している事が必要である。社団法人近畿建設
協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟した技術により、
建設行政の補完的役割を果たし、建設行政の発展に寄与する
ことを目的に設立された公益法人であり、本業務で必要とされ
る専門知識持った行政経験豊かな技術者を多数有している。
また、同法人は台帳作成・修正に必要な資料整理の実績並び
に、現在河川堤防のモニタリング調査を実施しており、現地を
詳しく掌握している。同法人は、本業務の遂行に必要な上記条
件を満たす知識・技術・経験を有し 本業務を履行できる唯一の
法人である。従って、本業務の実施にあたり（社）近畿建設協会
と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5745 （社）近畿建設協会 平成１７年度円山川河川カルテ更
後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年11月28日 9,292,500

本業務は、豊岡河川国道事務所管内の円山川及びその支川
の「河川カルテ」を、 新の状況を資料収集・整理し、更新する
もので、その内容は、距離標区間毎に堤防・護岸等河川管理
施設の状況、河道の状況、河川敷地内の利用状況、許可工作
物等の状況及び被災履歴等を上記法人のシステムにより作成
したもので、河川敷地内の工作物や土地等の異常・変状に対し
て河川管理者が速やかに対処するために活用しているもので
ある。なお、上記法人は、円山川における河川カルテ作成の
他、緊急堤防点検、堤防定期点検、河川巡視業務等も行って
いる。（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と
習熟した技術により国土交通行政の補完的役割を果たし、国
土交通行政の発展に寄与することを目的に設立した公益法人
である。以上のことから、河川カルテの更新を行えるのは上記
法人の外にないことから、（社）近畿建設協会と随意契約するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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5746 （社）近畿建設協会
平成17年度管内水文観測所点
検及び資料整理業務

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年4月1日 17,325,000

本業務は、琵琶湖流域内に設置してある雨量、水位、地下水
位等の水文観測施設の点検、データ回収、軽微な補修を行っ
た上、データの照査、欠測補てん、補正を行うものである。現
在、水文データ観測データは全て公開となっているのに加え、
インターネット等でリアルタイムなデータ公開化が拡充されてき
ている。これに伴い社会的に水文観測データに関する関心が
高まり、より精度の高い点検、迅速なデータ照査・公表や問題
箇所の素早い復旧が望まれている。以上の点を配慮し、より精
度の高い点検や迅速なデータ公開を図るためには観測機器に
精通し、データの照査・検討を行える者が一括して保守点検か
らデータの照査、欠測補てん、補正までを実施する必要があ
る。また、本業務の遂行にあたっては、琵琶湖流域の気象・水
文特性に精通している必要がある。また、瀬田川洗堰よって調
節さている琵琶湖の水位や放流量についても十分な情報の把
握が求められる。上記協会は「水文観測業務規定」を熟知し
「観測機器等の取扱い」と「観測」に関する専門知識を持った技
術者、並びに河川行政補助を始めとする業務に関して高度な
知識と技術を有していることや、過年度において当該業務の実
績がある唯一の団体で、非常に信頼性が高い業務を実施して
いる。また、琵琶湖河川事務所管内の河川情報の収集、洗堰
及びこれに関連する河川管理施設等の巡回点検並び各種情
報の連絡等の補助業務も実施しており、管内の水文情報にも
精通している。よって、当該業務の実施にあたっては（社）近畿
建設協会以外に無く、当協会と随意契約することにより本作業
目的の円滑に且つ適切に履行を図るものである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）

5747 （社）近畿建設協会
平成１７年度由良川水文観測所
保守点検・資料整理業務

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年4月1日 8,505,000

○本業務は、雨量・水位観測所の地形・水文特性に熟知し、水
文観測機器の精度管理が不可欠で専門知識と豊富な経験が
必要。当法人は由良川流域の特性に熟知し、熟練した技術と
専門知識と経験を有し、信頼性と円滑な業務執行が期待出来
る唯一の機関。（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）

5748 （社）近畿建設協会 平成１７年度水文資料整理及び水
元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成17年4月13日 9,870,000

　本業務は、永続的に使用される水文情報の収集・整理・登録
を実施し精度管理を行うと共に、水位観測所の保守点検を行
い、施設管理に万全を期すものである。特に業務の性格上、大
和川流域の現地状況に精通している必要があるとともに、業務
の円滑な実施にあたり、河川管理に関する抱負な経験と習熟し
た知識並びに、水文観測に関する専門的知識、河川管理施設
の維持向上につながる知識が必要であり、またそれに伴う技術
や対応、判断が要求される。社団法人近畿建設協会は、建設
事業にかかる豊富な経験と習熟した技術により、建設事業の
円滑な推進に資するとともに、国土交通行政の補完的役割を
果たし、もって国土開発の発展に寄与することを目的に設立さ
れた公益法人であり、河川管理に関しての実績があるととも
に、大和川の区間の状況に精通しており、河川巡視等の経験
豊富な技術者を有しているのは、他にはないことから、社団法
人近畿建設協会と随意契約するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）
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5749 （社）近畿建設協会 平成１７年度水文観測所点検業務
松尾和巳　猪名川河川事務所
池田市上池田２－２－３９

平成17年4月1日 4,410,000

本業務の実施にあたっては、観測データの重要性を充分認
識する等、水管理の補助としての知識と経験を有し、且つ『水
文観測業務規定』等の関係諸規定を熟知していることは勿論
のこと、各観測所機器の状況にも精通し、機器の異常時には
迅速な対応が要求される。標記業者は、『建設事業の円滑な推
進に資する』ことを目的に設立された公益法人であり、『建設事
業施行の調査研究に関する事業』を始めとするこれらの業務に
関して高度な知識と技術を有し、この伝承とノウハウの蓄積に
努めているほか、経験豊富で各観測所機器の状況にも精通す
ることにより、迅速で信頼'性が高い確実な業務を実施してい
る。したがって、本業務を円滑かつ適正に実施するため、（社）
近畿建設協会と随意契約するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）

5750 （社）近畿建設協会
平成１７年度猪名川総合開発水
文観測所点検その他業務

小畑　直樹　猪名川総合開発工
事事務所
箕面市牧落１－１９－３０

平成17年4月1日 2,467,500

社団法人近畿建設協会は、建設事業の円滑な推進に資し、
もって国土開発の発展に寄与することを目的として設立され、
これを達成するため、建設事業普及のための広報活動、建設
事業施行の調査研究に関する事業、建設工事の改良及び発
達を図る事業、講演会・研究会その他催物等の開催、建設事
業に関する業務の受託等の事業を行っている。点検業務の実
施にあたっては、水文観測に関する豊富な経験と習熟した技術
者を必要とし、また、観測機器に関する知識を有している必要
があり、観測データの重要性から観測機器の不具合に対する
迅速な対応をするために、的確な判断を行えることも重要であ
る。これらの能力を持つ技術者を有し、本業務を的確に遂行で
きるのは上記法人以外にない。また、水文観測データの整理・
電子化ならびにデータベース入力の実施にあたっては、データ
の信頼性についての確認を行い、猪名川流域全体で整合のあ
るデータ入力が必要なことから、猪名川本川において観測され
たデータについても精通している必要がある。また、平成１６年
度においても当該法人は、余野川ならびに猪名川本川におい
て水文観測及びデータ整理等を実施しており、これらの実績か
ら、本業務の目的を達成し得るものは当該法人以外にない。
よって、当該法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）
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5751 （社）近畿建設協会
平成１７年度円山川水文観測等
データ管理その他業務

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年4月1日 12,547,500

本作業は、河川改修事業計画、河川管理及び関係機関が利用
する水文観測データの収集整理・補完・検定・登録及び利活用
データファイルの作成を行うとともに、観測所の保守点検を行う
ものである。実施にあたっては、日常的に水文観測所の特性を
把握できることが必要であると同時に、データの多方面での利
用形態に合わせた正確且つ適正なデータ処理対応が求められ
る。（社）近畿建設協会は、建設事業に係わる豊富な経験と習
熟した技術により建設行政の補完的役割を果たし、建設行政
の発展に寄与することを目的に設立した公益法人である。その
事業内容は、建設事業に関する業務の委託、広報活動、調査
研究等々多岐に亘っており、建設行政の円滑な執行に大きく寄
与している。また、近畿地整管内において十分な実績を持って
いる。したがって、本作業の実施においては河川行政・水文観
測業務等の内容について精通しており且つ、信頼性と円滑な
執行ができる（社）近畿建設協会以外に無いため、随意契約す
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）

5752 （社）近畿建設協会
平成１７年度河川・海岸水文観
測等データ管理その他業務

井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年4月1日 36,382,500

　①業務内容
本業務は、加古川・揖保川の河川改修事業計画や河川管理、
東播海岸の海岸保全施設整備計画の基礎データとなる加古
川・揖保川及び東播海岸の水文観測データを正確かつ継続的
に収集するため、定期的に水文観測所の保守点検を行うととも
に、情報公開を前提とした水文観測データの収集・整理・補完・
検定・登録及び利活用データファイルの作成を行うものである。
②相手方の業務執行能力
本業務の実施にあたっては、各水文観測所のデータ収集特性
や観測機器の取り扱いについて十分に精通しているとともに、
多岐にわたる利用形態に対応した水文観測データの適切な処
理能力や、水文観測データの情報公開等に係る建設行政事務
についての経験が求められる。(社)近畿建設協会は、建設事業
に係る豊富な経験と習熟した技術により建設行政の補完的役
割を果たし、建設行政の発展に寄与することを目的に設立され
た公益法人であり、建設行政に係る各種事務を円滑に実施す
ることが可能である。
③相手方以外に当該業務を行わせることが極めて困難である
こと本業務においては、水文観測データを正確かつ継続的に
収集し情報公開を行うため、故障の予防や緊急のトラブルに即
応できる必要があるが、上記法人は、過年度にわたり当事務
所管内の水文観測所や水文データベースの保守点検を行って
いることから、本業務の実施に必要となる知識や経験を有して
いるとともに、継続性の観点からも他社に比べ優位である
　従って上記法人以外に本業務を適切かつ円滑に実施するこ
とは困難であることから、(社)近畿建設協会と随意契約するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）
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5753 （社）近畿建設協会
平成１７年度紀の川ダム統管水
文観測業務

細川　雅　紀の川ダム統合管理
事務所　五條市三在町1681

平成17年4月1日 10,500,000

本業務は、紀の川ダム統合管理事務所管内においての水文、
ダム諸量の日常監理及びその観測値のとりまとめ、観測所の
定期点検を行うものである。この業務の履行にあたっては、敏
速かつ正確さを求められるものであり、また、その観測値の扱
については外部への漏洩を禁じるものである。（社）近畿建設
協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟した技術により、
建設行政の補完的役割を果たし、建設行政の発展に寄与する
ことを目的に建設された公益法人である。したがって、水文ﾃﾞｰ
ﾀの管理や観測所に保守点検業務に携わった職員を多数有
し、ﾃﾞｰﾀの取り扱いに関し、信頼できうる業者は、上記業者以
外にいない。以上の理由から上記業者と下記根拠法令に基づ
き随意契約を行うものとする。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）

5754 （社）近畿建設協会 平成１７年度水文観測調査業務
大槻英治　和歌山河川国道事務
所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 13,335,000

本業務は、紀の川の総合的な管理の一環として雨量、水位の
水文データの観測調査を実施するものであり、観測された水文
データは、紀の川に関する計画の立案、工事の実施、管理の
基礎資料並びに許認可及び渇水調整等の判断資料として用い
られるなど非常に重要度の高いものである。そのため、実施に
あたっては、観測所の定期的、臨時的な保守点検や観測され
たデータの正確な読み取り及び高い精度管理が要求される。
上記（社）近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験と習熟
した技術により建設行政の補完的役割を果たし、もって国土開
発の発展に寄与することを目的として設立された公益法人であ
る。同法人は、河川法、気象業務法及び水文観測業務規定等
の河川行政に関する法律及び諸規定の専門知識に精通した
技術者をもって水文観測に関する業務等の「建設事業施行の
調査研究に関する事業」を行い、紀の川においても河川管理や
水文観測調査などの業務実績による豊富な経験と修得した技
術や専門知識及び紀の川に配置している水文機器の特性を掌
握し保守点検に生かしてきていることにより、観測されたデータ
の正確な読み取及び高い精度管理ができる唯一の機関であ
る。従って、本業務を実施できる業者は、（社）近畿建設協会を
おいて他にはないことから当該協会と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）
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契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5755 （社）近畿建設協会 水文観測所保守点検業務
黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年4月1日 4,935,000

　水文観測結果は、全ての河川管理業務において基本となるも
のであり、そのデータは降雨解析や流出解析などに直接用い
られ、河川整備基本方針策定の際は社会資本整備審議会の
委員会にて根拠データとして審議対象となることから、これらの
観測施設の保守点検業務においては、極めて公共性が高く河
川行政行為の補助的な業務としての経験及び知識が必要であ
り、かつ、中立性、公平性が高く求められる。
　以上のことから、本業務において、契約の相手方は（社）近畿
建設協会に特定されることから、随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）

5756 （社）近畿建設協会
平成１７年度水位流量資料整理
業務

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年5月9日 2,635,500

１）国土交通大臣所管の公益法人として、建設行政を補完する
ための各種の業務を近畿地方整備局等から受託している。
２）水位流量観測所の資料整理を遂行する上では、河川水位
の特性を十分熟知し判断、整理する必要がある。
３）上記法人は、上記の業務については長年にわたって継続実
施しており、当該業務の内容及び九頭竜川・北川及びその流
域に
広域的に点在する観測所の状況について熟知し、水文観測に
関する豊富な知見を有する技術者を要し、適正かつ的確に遂
行
された成果の実績から十分な実績を擁している。以上より、上
記法人は当該業務を適正かつ的確に業務を履行できる唯一の
業者である。従って、上記法人と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）

5757 （社）近畿建設協会
平成１７年度水位・水質観測所
保守点検整理業務

岡積敏雄　足羽川ダム工事事務
所
福井市成和１丁目２１１１

平成17年4月12日 1,890,000

当該業者は、建設事業普及のための広報活動、建設事業施行
の調査研究に関する事業、各種技術マニュアルの作成など建
設事業に係る豊富な経験と習熟した技術により、建設行政の
補完的役割を果たし、もって建設行政の発展に寄与する事を目
的に設立されたものである。河川関係では河川巡視、観測施
設等保守、水質調査試験、河川管理補助等を実施すると共
に、水位・水質観測所の保守点検・資料整理において十分な実
績を持っている。本業務は、水位観測・水質調査試験及び水
位・水質観測装置に関　　　　　する豊富な経験を有する習熟し
た技術者並びに迅速に現地対応できる体制を必要とするもの
である。当該観測所におけるデ－タの重要性及び信頼性を考
えあわせると、当該業者は本業務を遂行できる唯一可能な業
者である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5758 （社）近畿建設協会
平成１７年度木津川上流水文観
測所点検及び資料整理作業

谷　﨑　保　木津川上流河川事
務所　三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 7,560,000

本業務の履行にあたっては、雨量等の観測機器及び観測に関
する専門的知識を有した技術者と現場の状況に精通した技術
者が作業にあたることが不可欠である。（社）近畿建設協会は、
建設事業に係る豊富な経験と習熟した技術により、建設行政
の補完的役割を果たし、建設行政の発展に寄与することを目
的として設立された公益法人であり、雨量、水位観測等に関し
ての機器点検及びデータチェックなど専門知識を有した技術者
を有しているとともに、木津川上流域に関する各種情報調査を
経験しているなど木津川上流域の地形・地理的条件に精通し
ている。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）

5759 （社）近畿建設協会
平成１７年度水文観測所保守点
検業務

上下　芳夫　淀川ダム統合管理
事務所　大阪府枚方市山田池北
町１０－１

平成17年4月1日 5,092,500

本業務は、淀川ダム統合管理事務所で管理している観測所に
おいて雨量位の水文資料の収集および整理を行うものである。
水文資料は河川の計、工事、管理に渡って基礎資料となるだ
けでなく、国土調査の基礎資料して広範に利用される重要な資
料である。また、情報公開される資料とて一層の精度の向上が
求められている。本業務の実施にあたっては、関係諸規定を熟
知しているとともに、淀川系の水文観測および現地状況に精通
していることが必要であり、業務の続性が求められる。（社）近
畿建設協会は、「建設事業の円滑な推進に資することを目的」
設立された公益法人であり、ISO9001を取得（平成１５年２月認
定登）しており、「建設事業施行の調査研究に関する事業」「建
設事業に関る業務の受託」等の行政補助を始めとするこれら
の業務に関して、高度知識と技術を有し、「水文観測業務規程」
をも熟知した技術者を有してる。また、過年度において当該作
業の実績が多く、現場の状況に精通し技術者を有しており、非
常に信頼性・確実性を必要とする当該作業を行業者は他にな
い。よって、（社）近畿建設協会に随意契約するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

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

随意契約によることとした理由
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5760 （社）近畿建設協会 平成１７年度水位観測所保守点検
中村　甚一　九頭竜川ダム統合
管理事務所　福井県大野市中野
２９－２８

平成17年4月6日 4,252,500

ダム管理に も重要となる水文情報を正確且つ適正に運用す
るためには、水象に関する科学的な知識と、観測に関する技術
的なノウハウが必要である。上記法人は、建設業に係る豊富な
経験と技術により、建設行政の発展に寄与することを目的に設
立された法人である。その事業内容は、水文観測保守点検・資
料整理をはじめとする建設事業の調査研究、建設工事の改良
及び発展を図る事業等、多岐にわたり多くの優秀な人材を擁し
ている。特に、水文観測業務に関してはリーダ的な役割を果た
し、その実績は多数あり信頼性は高い。このことから当該業務
を十分熟知し遂行できる唯一の法人である。（会計法第２９条
の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）

5761 （社）近畿建設協会
久御山排水機場等保守及び操
作補助業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年4月1日 17,430,000

当機場は、淀川河川事務所職員により操作するため「常駐管
理及び出水時の運転操作」の体制が重要である。しかし、現状
は職員だけでは、十分な体制がとれないため、業務補助を行う
ことにより機場操作の確実性、信頼性を確保し維持管理に万
全を期するものである。当業務の実施にあたっては、地域の地
形的特性や緊急時対応、地元調整について精通するとともに
機場施設全般の構造、操作要領（出水時の対応）を熟知してる
ものにおいて実施させる必要がある。（社）近畿建設協会は従
前より本業務を行い、上記相当の知識と経験及び緊急時の行
政的判断力を有するものであり、平常時及び出水時における
的確な対応を行い も信頼のできるものである。他に当機場に
ついて同等の知識と経験及び行政的判断力を有するものはい
ない。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

5762 （社）近畿建設協会
寝屋川浄化用水機場操作補助
業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年4月1日 23,961,000

当機場の運転操作には「常駐管理及び運転操作」の体制が重
要である。しかし、現状は職員だけでは、体制がとれないため、
業務補助を行うことにより機場操作の確実性、信頼性を確保し
維持管理に万全を期するものである。当業務の実施にあたって
は、地域の地形的特性や緊急時対応、地元調整について精通
するとともに機場施設全般の構造、操作要領（用水の取水管理
及び放流・出水時の対応）を熟知しているものにおいて実施さ
せる必要がある。（社）近畿建設協会は従前より本業務を行
い、上記相当の知識と経験及び緊急時の行政的判断力を有す
るものであり、用水の放流及び出水時における的確な対応を
行い も信頼のできるものである。他に当機場について同等の
知識と経験及び行政的判断力を有するものはいない。以上の
理由により随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの
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5763 （社）近畿建設協会
平成１７年度加古川大堰情報連
絡業務

井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年4月1日 11,245,500

①　業務内容
姫路河川国道事務所が管理する加古川大堰施設内において、
平日の夜間及び休日における加古川大堰庁舎、堰関連施設
等の点検、堰周辺の巡回警備、並びに堰管理に必要な気象及
びその他情報の受信、職員への伝達を行うものである。
②　相手方の業務執行能力
　社団法人　近畿建設協会は、近畿管内各事務所において、
長年河川情報連絡、道路情報連絡、河川巡視等の業務に携
わった経験豊富な技術者を多く有し、蓄積された河川、道路情
報連絡に関する経験知識を有し、過年度においても当該業務
を受託し、業務目的に精通しており、当該業務の実行性は確実
である。
　③　相手方以外に当該業務を行わせることが極めて困難であ
ること
本業務は、堰管理の重要性から的確且つ敏速な情報の伝達が
必要であり、社団法人　近畿建設協会は、業務に対する知識、
経験を有する技術者が多く、堰関連施設に熟知している。ま
た、大堰防犯管理システム等の知り得た情報について当法人
は、守秘義務保持にたけており十分信頼できるため、社団法人
近畿建設協会と随意契約を締結するものである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5764 （社）近畿建設協会
平成１７年度紀の川大堰管理所
管理業務

大槻英治　和歌山河川国道事務
所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 25,095,000

本業務は、「紀の川大堰管理所ＰＲ館（水ときらめき紀の川
館）」において、治水事業及び紀の川大堰の重要性等を広く一
般住民並びに教育機関等に対して情報提供を行い、紀の川の
改修事業や土木技術などの理解を得ること等に資するもので
ある。本業務の実施にあたっては、建設行政を始めとして紀の
川の流域特性への精通はもとより、広報施設運営についての
豊富な経験と習熟した技術を有していることが肝要である。上
記（社）近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験と習熟し
た技術により近畿地方整備局管内の同様な施設の運営業務を
各種受注し、平成１６年度においても同様施設の管理運営業
務を実施し、多様で効果的な企画・運営の実績を有している。
これらのことから、当該業務を実施するにあたり建設行政をは
じめとして紀の川の流域特性への精通、並びに広報施設運営
についての豊富な経験と習熟した技術を有する業者は上記公
益法人以外にないことから、（社）近畿建設協会と随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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5765 （社）近畿建設協会
平成１７年度有本揚排水機場施
設管理業務

大槻英治　和歌山河川国道事務
所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 42,315,000

本業務の実施にあたっては、当該地域周辺の降雨特性、河川
流域の水位等の水文状況について精通するとともに、河川管
理者固有の施設である揚排水機場の施設全般の構造・機能等
についても熟知し、施設管理者と綿密に連絡を行い確実な操
作を実施する必要がある。社団法人近畿建設協会は、建設事
業の推進及び、普及を目的として、設立されたもので、建設事
業にかかわる豊富な経験と知識を有する技術者等を多数抱え
ている。①  近畿地方整備局管内において、河川管理施設の
維持管理に関する業務等を多岐にわたって受託し、当該地域
周辺の降雨特性、河川流域の水位等の水文状況についても精
通するとともに、河川管理者固有の施設である揚排水機場の
施設全般の構造・機能等についても熟知している。②　近畿地
方整備局管内において、揚排水機場等の重要施設に関し施設
管理者との綿密な連絡に基づく確実な操作について豊富な実
績を有している。以上のことから、本業務に必要な上記条件を
満たし、建設事業にかかる豊富な経験と知識に基づいて施設
の維持管理に関する業務を確実に実施できる唯一の団体であ
る、上記協会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5766 （社）近畿建設協会
平成１７年度天ヶ瀬ダム管理情
報連絡業務

上下　芳夫　淀川ダム統合管理
事務所　大阪府枚方市山田池北
町１０－１

平成17年4月1日 9,345,000

　本業務を実施するには、天ヶ瀬ダム管理支所の各種施設及
び、ダムコンに関する計器類の知識と異常表示についての見
識が求められる。また水文、気象の特性を理解して必要な部署
へ的確に連絡することができる能力と経験が要求される。
　天ヶ瀬ダムの防災管理について的確に処理する能力を有し
十分な信頼性の保持が求められる。　情報の受信伝達は緊急
性が高くかつ対外的な事項も多く高度な行政経験が必要であ
る。（社）近畿建設協会は、公共事業の進展に伴い輻輳する業
務、社会的ニーズに対応して知識と経験を活用し建設事業の
円滑な遂行を支援するものであり、もって事業の推進や国土の
発展に寄与する目的で設立された法人である。当該協会は、ダ
ム管理及び防災管理業務の経験者が在職し、上記業務を実行
していく知識、能力を持ち合わせていることから行政補助者とし
ての役割を充分遂行できるものである。これらの経験、能力は
他の業者に取って代わるものではなく他の業者に業務委託す
ることは業務上著しい支障が生じることとなる。よって当該協会
と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5767 （社）近畿建設協会 平成１７年度九頭竜ダム管理支所
中村　甚一　九頭竜川ダム統合
管理事務所　福井県大野市中野
２９－２８

平成17年4月4日 5,092,500

　本業務は、常時九頭竜ダム管理支所内において業務を履行
するものであり、情報・管理データ等中立な立場で収集、作成
することがもとめられる。
　また、資料等の紛失防止さらに機密の保持など臨機な対応が
もとめられるとともにダム管理及び、ダム管理機器の取り扱い
に精通していること等の知識と特殊な技能が必要である。
　従って、これらの条件を満足する人材と業務履行能力を有す
る（社）近畿建設協会と随意契約を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5768 （社）近畿建設協会
平成１７年度天ヶ瀬ダム機械設
備管理等業務

上下　芳夫　淀川ダム統合管理
事務所　大阪府枚方市山田池北
町１０－１

平成17年4月1日 12,075,000

  本業務の履行にあたっては天ヶ瀬ダムの機械設備及び巡視
艇についての構造、技術特性を熟知すると共にダム管理区間
（貯水池）の地理的特性についても熟知していなければならな
い。上記協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟した技
術により建設行政の補完的役割を果たし、もって、建設行政の
発展に寄与することを目的に設立された公益法人であるが、
天ヶ瀬ダム放流設備・ダム関連施設並びに巡視艇及びダム管
理に精通しており、業務を安全、円滑に実施するために必要な
同種業務の実績及び経験が豊かである。したがって、以上の
理由により上記協会以外での実施は極めて困難であり、上記
協会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5769 （社）近畿建設協会
平成17年度琵琶湖等採水分析
及び保守点検作業

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年4月1日 142,800,000

　本作業は、琵琶湖の水質を定期的に、平面及び水深方向に
調査するほか、水質自動観測装置の保守点検及び測定データ
の整理を行うもので、経年的にデータを把握することが重要で
ある。本作業は、微量で複雑に変化する琵琶湖の水質挙動を、
正確かつ迅速に観測するための一連の作業である。定期採水
分析に当たっては、採水から分析まで速やかに実施できる体
制と微量分析に関する高度な技術が必要である。また、淀川水
系の水質は一括で処理し分析精度の整合を図る必要がある。
また、水質自動監視装置の保守点検に当たっては、機器等の
取扱いに精通していることはもちろん、定期採水分析で得られ
た情報を基にデータの補正を実施する必要がある。（社）近畿
建設協会は、昭和38年７月10日に大阪府知事の認可（昭和48
年11月８日建設大臣主管に移管）を受け設立された公益法人
で、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土の発展に寄与す
ることを目的としている。上記業者は水質分析を専門とする水
質研究支所を有しており、本作業に必要な、正確かつ迅速に対
応できる体制、高度な技術力が確保されている。また過年度に
おいて淀川水系の水質を同支所で一括分析している事から水
質分析精度の整合を図ることができる。以上から、本作業を遂
行するできる業者は、上記協会を除いては無く、随意契約する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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5770 （社）近畿建設協会
平成１７年度大戸川水質調査業
務

脇坂安彦　大戸川ダム工事事務
所　大津市大萱１－１９－３２

平成17年4月1日 6,457,500

　河川流水の水質は、流量規模、流下に伴う拡散、混合、編流
により絶えず変化しており採水方法、また分析機関によっても
分析結果にある程度のバラツキが生じる。このバラツキを少な
くするためには、採水に際しては採水部位を流水の状況に応じ
て的確に選定することが求められ、高度な知識と経験が要求さ
れる。分析に際しては、一定の機関が継続して行うことが望ま
しいとされている。また、道路工事現場からの突発的な濁水等
の発生においては迅速な対応が図れ、大戸川沿川の現地を熟
知していなければならない。上記協会は、日本環境測定分析
協会、京都府環境計量証明事業協会などの共同分析に参加
し、分析技術・分析精度の技術的向上に努めるととも水質調査
の実施についてマニュアルを作成、独自に講習等を行ってい
る。分析に関しては年間７万検体の分析を行い、結果について
問題が発生していない。また、上記協会は、京都府環境計量証
明事業協会内にての分析結果についても 頻度値の結果を得
ている。さらに淀川水系の直轄管理区間においては、上記協会
が全ての分析を行っており、水系一環として同一機関による継
続した分析が行われている。上記協会は、大戸川の水質調査
を平成６年度から実施し、大戸川の水質の特性、河川の状況を
十分把握し、豊富な経験及び知見を有し、業務全体を十分把
握し、内容について精通しており、緊急時の対応が唯一可能で
ある。したがって、上記協会と契約しなければ、契約の目的を
達成することができないので、随意契約し、本業務を的確に達
成するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）

5771 （社）近畿建設協会
平成１７年度河川水質採水運搬
作業

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年4月1日 2,121,000

　本業務は由良川河道状況、水質・水理特性の熟知、経年的
変動、化学的処理に関する専門的知識と丁寧で迅速な対応が
必要。当法人は由良川の水理的特性等に熟知し、専門的知
識・技術的経験と緊急採水についても豊富な実績を有し、信頼
性と円滑な業務執行が期待できる唯一の機関。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）

5772 （社）近畿建設協会
平成１７年度由良川水質モニ
ター保守点検作業

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年4月1日 10,290,000

　水質自動監視装置設置箇所の地形・水文特性の熟知と水質
分析測定の総合的知識・経験、河川行政における水質監視・
調査の目的理解が必要。当法人は幅広い行政経験と高度の
専門的知識、熟練した技術と経験を有し、信頼性と円滑な業務
執行が期待できる唯一の機関。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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5773 （社）近畿建設協会
平成１７年度淀川水質調査及び
水質モニター保守点検業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年4月1日 40,845,000

水質調査は、水質保全に係る河川管理の も基本となる基礎
情報収集のための作業である。水質監視にあたっては、その
状況に応じた迅速な実態把握の為の一貫した対応、体制（要
員確保、分析機器整備、精度管理、測定データー管理など）が
必要不可欠となってきており、採水運搬と水質分析機関の連携
の有無や経験の違いにより、水質分析結果に差異が生じる可
能性がある。
　また、水質モニターの測定データー精度管理にあたっても、採
水分析による精度管理と一体のものとして精度確保を行うこと
が
必要である。特に、多発している水質事故時等の緊急時におい
ては、迅速で正確な測定結果と的確なデーター管理を行う必要
がある。（社）近畿建設協会は、建設事業執行の調査研究に関
する事業、建設工事の改良及び、発展を図る事業、さらには建
設事業の受託を行い建設事業の推進を図りもって国土開発の
発展に寄与することを目的に設立された社団法人である。また
同水質研究所は水質試験環境計量事業証明事業所として設
立されている。従って水質試験等に精通しており、経験、知識
を有する等、本業務に精通している。水質試験には、一連作業
の一貫性により精度管理確保が必要であり、当協会は、採水
から分析業務まで一連の業務を実施してきた実績を有してい
る。従って、これらの体制・実績を有し、且つ迅速で的確に対応
できる（社）近畿建設協会と随意契約するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）

5774 （社）近畿建設協会
平成１７年度淀川水系流入支川
水質及び負荷量調査業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年12月22日 35,700,000

本業務は、淀川の水質汚濁原因となっている流入支川及び下
水処理場から流入する汚濁水について、水質一般項目及び環
境ホルモンについて水質調査・分析、データの整理・とりまとめ
を実施するものである。本業務の実施にあたっては、河川管理
の基本となる基礎情報収集のための作業であり、水質調査・監
視にあたっては採水運搬と水質分析機関の連携の有無や経験
の違いにより、水質分析結果に差異が生じる可能性があり、そ
の状況に応じた迅速な実態把握の為の一貫した対応・体制（要
員確保・分析機器整備・精度管理・測定データー管理など）が
必要不可欠である。また、当該業務は、全体３ヶ年の継続調査
の３年目であり、一連のデータとして同一精度を持ったデータ
管理が必要であること、本川と支川のデータを用いて別途解析
を行うため同一の精度管理がされている必要がある。（社）近
畿建設協会は、建設事業執行の調査研究に関する事業、建設
工事の改良及び発展を図る事業、さらには建設事業に関する
業務の受託を行い建設事業の円滑な推進に資し、もって国土
開発の発展に寄与することを目的に設立された。又同水質研
究所が、水質試験環境計量事業証明事業所として設置されて
いる。従って、水質試験等に精通しており、経験・知識も豊富で
あり、分析上の諸条件に精通すると共に国の事業に関する特
殊な経験・知識を有する等、本作業に精通している。 本業務の
遂行に必要な上記条件を満たす知識、技術、経験を併せ持つ
ものは、同法人以外にはないことから（社）近畿建設協会と随
意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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び所在地
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（円）
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5775 （社）近畿建設協会 平成１７年度大和川採水作業
元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成17年4月13日 21,105,000

　本作業は大和川直轄管理区間内の水質調査を行うための採
水・運搬作業を行うものである。採水に際しては、適正な分析
データを得るべく採水器の適正な取り扱いや各分析項目に
従った容器等の正しい洗浄や滅菌等の準備作業が必要とな
る。また、資料の運搬に際しては、試薬による固定作業等が必
要で、専門的な知識と経験が要求される。また、採水場所や流
況により分析結果に多きな差異が生じるため、分析データの重
要性を充分認識する等大和川の現地状況に精通している必要
があるとともに、作業の円滑な実施にあたり、水質測定に関し
て気象・河川の状況等を十分把握し、適切な採水判断が要求
されるとともに水質分析に関する豊富な経験と習熟した知識の
もと分析作業と本作業とを一体のものとして慎重に行い精度を
高く保持することが要求される。さらに、水質事故など緊急時に
は現地の状況に精通しているとともに採水等の迅速な対応が
必要である。社団法人近畿建設協会は、建設事業にかかる豊
富な経験と習熟した技術により、建設事業の円滑な推進に資
するとともに、国土交通行政の補完的役割を果たし、もって国
土開発の発展に寄与することを目的に設立された公益法人で
あり、水質分析に関しての実績があり、大和川の区間の状況に
精通しており、水質等に関する経験豊富な技術者を有している
とともに資料採取、運搬、分析を一貫して実施することができる
のは他にはない。また、水質事故などの緊急時においても現地
での採水と分析作業とを情報を共有して事故対応できるのは
他にはないことから、社団法人近畿建設協会と随意契約するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）

5776 （社）近畿建設協会 平成１７年度水質自動監視装置保
元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成17年4月1日 21,840,000

　（社）近畿建設協会は、建設事業に係わる豊富な経験と習熟
した技術力により、建設行政の補完的な役割を果たし、もって
建設行政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人
である。　本作業は、水質自動監視装置を常に良好な状態に管
理し、水質の正常なデータを得るため、メーカーの異なる複数
の装置に関する電気的及び化学的知識はもとより水質分析及
び水質測定に関する豊富な知識と経験を必要とする。（社）近
畿建設協会は、管内の水質自動監視装置管理業務の実施及
び水質分析・測定等のための「水質研究支所」を保有している
ことから、水質自動監視装置の管理、点検保守党の高度な電
気的及び化学的知識や水質分析、水質測定に関する豊富な知
識と経験を有している。従って、（社）近畿建設協会水質研究支
所と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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5777 （社）近畿建設協会 平成１７年度大和川水質試験結果
元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成18年3月7日 4,200,000

　本業務は、平成１７年の大和川の水質悪化要因の原因究明
に関連して、特に試料の分析過程と高ＢＯＤ値の関係について
検討するものである。このため、本業務の実施にあたっては、
大和川の水質分析に熟知し、水質分析に多くの経験を有し、高
度な分析能力を有していることが必要である。社団法人近畿建
設協会は、建設事業に関する豊富な経験と習熟した技術者に
より、建設行政の補完的役割を果たし、建設行政の発展に寄
与することを目的として設立された公益法人であり、大和川に
おける水質汚濁機構の解明に資することを目的として、下水処
理水が含まれる試料の分析試験の方法について試行錯誤的
な研究を独自に行うなど、大和川の水質汚濁機構に精通して
いる。加えて大和川で実施している定期採水の実施者であると
ともに、分析試験も実施している唯一の機関である。このことか
ら、本業務において実施する採水段階から分析試験段階の検
証、水質汚濁機構解明のための仮説の検討及びこれを検証す
るための調査計画の立案を履行可能な唯一の者である。よっ
て、社団法人近畿建設協会と随意契約を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）

5778 （社）近畿建設協会
平成１７年度地下水観測所点検
及び資料整理業務

松尾和巳　猪名川河川事務所
池田市上池田２－２－３９

平成17年4月1日 3,780,000

　本業務の実施にあたっては、採水と地下水位観測機器に関
する専門的知識を有し、経験豊富で現場の状況にも精通して
いることが求められる。さらに、『水文観測業務規定』を熟知し、
観測データの重要性を充分認識する等、水管理の補助として
の知識と経験が必要である。標記業者は、『建設事業の円滑な
推進に資する』ことを目的に設立された公益法人であり、『建設
事業施行の調査研究に関する事業』を初めとするこれらの業務
に関して高度な知識と技術を有し、この伝承とノウハウの蓄積
に努めているほか、経験豊富で各現場の状況にも精通してお
り、信頼性が高い確実な業務を実施している。したがって、本業
務を円滑かつ適正に実施するため、（社）近畿建設協会と随意
契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5779 （社）近畿建設協会
平成１７年度水質自動監視装置
保守点検業務

松尾和巳　猪名川河川事務所
池田市上池田２－２－３９

平成17年4月1日 9,030,000

本業務の実施にあたっては、観測データの重要性を充分認
識する等、水管理の補助としての知識と経験を有し、観測精度
保持のための的確・適正な点検・調整が必要であり、高度な技
術が要求される。また、２観測所の機器は３メーカーから納入さ
れており、これらを総合して点検・調整を実施するためには各
機器の状況すべてにわたる専門的知識と経験が必要である。
さらに機器の異常時には迅速な対応が要求される。 標記業
者は、『建設事業の円滑な推進に資する』ことを目的に設立さ
れた公益法人であり、『建設事業施行の調査研究に関する事
業』を初めとするこれらの業務に関して高度な知識と技術を有
し、この伝承とノウハウの蓄積に努めているほか、経験豊富で
各機器の状況にも精通、迅速で信頼性の高い確実な業務を実
施している。 したがって、本業務を円滑かつ適正に実施するた
め、（社）近畿建設協会と随意契約するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）

5780 （社）近畿建設協会
平成１７年度猪名川水質採水採
泥業務

松尾和巳　猪名川河川事務所
池田市上池田２－２－３９

平成17年4月1日 10,342,500

  本業務の実施にあたっては、適正な分析データを得るべく採
水器の適正な取り扱いや各分析項目に従った容器等の正しい
洗浄や滅菌、ならびに試薬による固定が必要である。さらに、
採水場所や流況により分析結果に大きな差異が生じるため、
分析データの重要性を充分認識する等、管理補助としての知
識と経験のもと、分析作業と本業務とを一体のものとして慎重
に行い、精度を高く保持することが要求される。標記業者は、
「建設事業の円滑な推進に資する」ことを目的に設立された公
益法人であり、「建設事業施行の調査研究に関する事業」を初
めとするこれらの業務に関して高度な技術を有し、水質等に関
する高い専門的技術を備えた水質研究支所を擁しており、試
料採取、運搬、分析を一貫して実施することができる。したがっ
て、本業務を円滑かつ適正に実施するため、（社）近畿建設協
会と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5781 （社）近畿建設協会
平成１７年度猪名川総合開発水
質自動監視装置保守点検等業
務

小畑　直樹　猪名川総合開発工
事事務所
箕面市牧落１－１９－３０

平成17年4月1日 6,195,000

社団法人近畿建設協会は、建設事業の円滑な推進に資し、
もって国土開発の発展に寄与することを目的として設立され、
これを達成するため、建設事業普及のための広報活動、建設
事業施行の調査研究に関する事業、建設工事の改良及び発
達を図る事業、講演会・研究会その他催物等の開催、建設事
業に関する業務の受託等の事業を行っている。　その業務内
容は、建設事業普及のための広報活動、建設事業施行の調査
研究に関する事業、各種技術マニュアルの作成など多岐にわ
たっており、水文観測所の点検・資料整理、採水運搬等におい
ても近畿管内で十分な実績を持っている。保守点検の実施に
あたっては、水文観測並びに水質に関する豊富な経験と習熟し
た技術者を必要とし、また、観測機器に関する知識を有してい
る必要があり、観測データの重要性から観測機器の不具合に
対する迅速な対応をするために、的確な判断を行えることも重
要である。また、採水運搬の実施にあたっては、別途近畿建設
協会水質研究支所に委託する猪名川総合開発事業における
水質分析作業と本業務で実施する試料採取及び流量観測を一
体のものとして慎重に行うことにより、水質分析データの高い精
度を保持することができる。したがって、本業務を的確に遂行で
きる当該法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）

5782 （社）近畿建設協会 平成１７年度円山川採水調査その
後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年4月1日 2,520,000

本作業は、円山川の水環境の保全及び水質事故等に対処す
るため、公共用水域の水質調査のための採水作業を実施する
ものである。  実施にあたっては、日常的に河川状況を把握で
きることが必要であると同時に水質事故が発生した場合には緊
急な対応が求められる。（社）近畿建設協会は、建設事業に係
わる豊富な経験と習熟した技術により建設行政の補完的役割
を果たし、建設行政の発展に寄与することを目的に設立した公
益法人である。その事業内容は、建設事業に関する業務の委
託、広報活動、調査研究等々多岐に亘っており、建設行政の
円滑な執行に大きく寄与している。また、近畿地整管内におい
て十分な実績を持っている。したがって、本作業の実施におい
ては河川管理課・水質調査等の内容について精通しており且
つ、信頼性と円滑な執行ができる（社）近畿建設協会以外に無
いため、随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）
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5783 （社）近畿建設協会
平成１７年度立野水質モニター
点検及び資料整理作業

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年4月1日 7,297,500

(社）近畿建設協会は、建設事業に係わる豊富な経験と習熟し
た技術により国土交通行政の補完的役割を果たし、建設行政
の発展に寄与することを目的に設立した公益法人である。本作
業は、円山川の重要な水質基準地点である立野地先に設置し
ている水質自動監視装置が正常に稼働するために保守点検整
備を行うとともに、水質記録を整理し、今後の水質管理業務の
円滑化を図るものであり、作業内容を熟知しておくと同時に正
確且つ適正なデ－タ処理が必要である。したがって、近畿地方
整備局内においても十分な実績を持っており、河川管理等の
内容について精通しており、且つ信頼性と円滑な執行ができる
者は、（社）近畿建設協会の他に無いことなどから（社）近畿建
設協会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）

5784 （社）近畿建設協会
平成１７年度水質自動監視装置
保守点検作業

井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年4月1日 10,888,500

 ①業務内容
本業務は、揖保川・加古川に設置している３箇所の水質自動監
視装置に対して保守点検を実施するものであり、メーカーの異
なる複数の装置に関する高度な電気的及び化学的知識はもと
より、水質分析及び水質測定に関する豊富な知識と経験を必
要とする。
また、データー欠測及び機器障害の発生時には、水質自動監
視装置の機能回復のための緊急処置を行う必要がある。
 ②相手方の業務執行能力
（社）近畿建設協会は、管内の水質自動監視装置管理業務の
実施及び水質分析・測定等のため「水質研究支所」を保有して
いることから、水質自動監視装置の管理、保守点検に対する高
度な電気的及び化学的知識や水質分析、水質測定に関する豊
富な知識と経験を有している。
 ③相手方以外に該当業務を行わせることが極めて困難である
こと
水質自動監視装置設置当初は、各メーカーが保守点検を実施
していたが、事務所間あるいは河川毎にメーカーが異なり、
メーカー毎に保守点検の項目・内容・頻度に差異があり、水質
自動監視装置の精度及び稼動状況にアンバランスが発生し
た。そのため河川水質の常時監視の目的を適正に実施する観
点から昭和５５年に近畿地建による保守点検についての統一
化が検討された。その結果、上記②より（社）近畿建設協会は、
本業務の実施のために必要不可欠な電気的及び化学的知識
や水質分析、水質測定に関する豊富な知識・経験と緊急時の
迅速な対応が可能な組織体制及び緊急処置等に対する豊富
な経験を共に有する唯一の者であり、従って、（社）近畿建設協
会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5785 （社）近畿建設協会
平成１７年度環境ホルモン関係
採水運搬作業

井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年12月16日 115,500

環境ホルモンの分析レベルは、１兆分の１グラム（ピコグラム）
までの単位で分析を行うため、採水器具の消毒、保管方法、採
水方法、採水手順、現地で採水後の固定とそれぞれの課程に
おいて環境ホルモンに対する高度な知識が要求される。また、
平成１２年度には、他業者による採水作業中に汚染があった
ｹｰｽが報告されている　　近畿建設協会は、本業務を実施する
ための十分な受入体制。実績及び環境ホルモンに対する高度
な知識を持ち、採水運搬作業に信頼がおける業者である。従っ
て、社団法人近畿建設協会を随意契約の相手方として選定す
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）

5786 （社）近畿建設協会
平成１７年度ダイオキシン類調
査資料採取作業

井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年10月21日 128,100

ダイオキシン類の分析レベルは、１兆分の１グラム（ピコグラ
ム）までの単位で分析を行うため、採水器具の消毒、保管方
法、採水方法、採水手順、現地で採水後の固定とそれぞれの
課程において高度な知識が要求さ、採水時においても、ダイオ
キシン類に対する知識が要求される。　過去には、他機関の採
水作業において、採水中に汚染があったｹｰｽが報告されてい
る　　など、高度な知識、経験が要求されるものである。本採水
運搬作業を実施するにあたり、十分な受入体制が整い、ダイオ
キシン類の、採水運搬作業に経験を持ち、採水作業に信頼が
おける業者は他にみあたらない。従って、社団法人近畿建設協
会を随意契約の相手方として選定したものである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）

5787 （社）近畿建設協会
平成１７年度紀の川ダム統管水
質調査作業

細川　雅　紀の川ダム統合管理
事務所　五條市三在町1681

平成17年4月1日 15,225,000

本業務は大滝ダム管内および猿谷ダム管内の水質について、
指定箇所を対象に指定項目の定期（一回/月）調査を実施する
ものである。（社）近畿建設協会は、公益法人として管内河川関
係業務、地理・水文・水質に精通しており、経験豊富な職員を
擁している。一方、本業務は、主にダム湖の水環境を把握する
ための調査であり、ダム湖での採水位置の詳細なﾎﾟｲﾝﾄや採水
のﾀｲﾐﾝｸﾞ判断により、分析結果が変化しやすいことから、本業
務では、とりわけ現場での豊富な経験と実績が要求される。こ
のような要求に応えられるのは、永年に渡り、当核地で豊富な
経験と実績を有する上記業者しかいない。よって、上記法人と
随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）

5788 （社）近畿建設協会
平成１７年度紀の川水質自動監
視装置管理他業務

大槻英治　和歌山河川国道事務
所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 21,840,000

本業務は、水質自動監視装置を常に良好な状態に管理し、水
質の正常なデータを得るため、メーカーの異なる複数の装置に
関する電気的及び科学的知識はもとより、水質分析及び水質
測定に関する総合的な知識と経験を必要とする。また、データ
欠測及び機器障害の発生時には水質自動監視装置の機能回
復のための緊急処置を行う必要がある。（社）近畿建設協会
は、管内の水質自動監視装置管理業務の実施及び水質分析・
測定等のための「水質研究所」を保有していることから、水質自
動監視装置の管理、点検保守等の高度な電気的及び科学的
知識や水質分析、水質測定に関する総合的な知識と経験を有
している。また、緊急時の迅速な対応が可能な組織体制及び
緊急処置等に対する豊富な経験を有している。本業務の実施
にあたって必要とされる条件を満足するのは、管内においては
（社）近畿建設協会以外に無いことから、（社）近畿建設協会と
随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
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5789 （社）近畿建設協会 水質自動監視装置保守点検及び
黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年4月1日 12,075,000

①業務内容
　本業務は、水質自動監視装置の保守点検を行い、その観測
資料の整理を行うとともに、水質及び底質調査のための採水
運搬を行うものであり、河川管理上、重要な業務である。
②相手方の業務執行能力
　上記、（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験
と習熟した技術により、建設行政の補完的役割を果たし、建設
行政の円滑な執行に大きく寄与し、近畿地整管内において十
分な実績を有している。
③理由
　本業務に関してもその経験が十分にあり、河川管理、水質調
査等の内容及び現場にも精通していることから、（社）近畿建設
協会に随意契約することにより業務が円滑かつ適切に履行出
来ると認められる。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）

5790 （社）近畿建設協会
平成１７年度地下水位観測所保
守点検作業

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年4月1日 2,152,500

河川調整課　本作業は、地下水位観測所の機器を常に良好な
状態に管理し、地下水位の正常なデータを得るため、電気的、
科学的知識はもとより、地下水位に関する知識等、水位測定に
関する総合的な知識と経験を必要とする。また、不測の事故発
生に対して確実にデータを確認できるよう精度の管理、稼働状
況の向上に努め、欠測時には緊急の対応が必要である。（社）
近畿建設協会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土
開発の発展に寄与することを目的に設立された公益法人で、
地下水観測機器に精通し、福井平野の地下水の特性に理解が
深く、また、緊急時にも迅速な対応が出来る職員を配置し、建
設事業施行の調査に関する事業を実施しており、水文観測に
関する業務も多岐に亘って実績がある。このため、本業務を実
施できる者は（社）近畿建設協会の他に無いことから、当協会と
随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）

5791 （社）近畿建設協会 平成１７年度採水運搬作業

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年4月1日 4,200,000

河川調整課　本作業は、河川水及び地下水を採水し分析所ま
で運搬するもので、水質の正常なデータを得るため、水質分析
に関する知識等、水質測定に関する総合的な知識と経験を必
要とする。また、本作業の実施にあたっては、水質関連の諸規
定等を熟知していることは勿論のこと、データーの継続性に必
要な採水箇所の河道形状にも明るく、採水方法に関する知識と
経験の豊富な技術者が必要である。(社）近畿建設協会は、建
設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与す
ることを目的に設立された公益法人で、「水質研究所」を保有
し、従来より水質の分析の高度な技術について職員を養成し、
また、緊急時にも迅速な対応が出来る職員を配置し、建設事業
施行の調査に関する事業を実施しており、水文観測に関する
業務も多岐に亘って実績がある。このため、本業務を実施でき
る者は（社）近畿建設協会の他に無いことから、当協会と随意
契約を行う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）
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5792 （社）近畿建設協会
平成１７年度水質自動監視装置
保守点検作業

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年4月1日 7,980,000

河川調整課　本作業は、深谷・鳴鹿大堰水質自動監視装置を
常に良好な状態に管理し、水質の正常なデータを得るため、水
質自動監視装置の構造を熟知し、電気的、科学的知識はもと
より、水質分析に関する知識等、水質測定に関する総合的な
知識と経験を必要とする。また、不測の水質事故発生に対して
確実にデータを確認できるよう精度の管理、稼働状況の向上に
努め、欠測時には緊急の対応が必要である。（社）近畿建設協
会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展
に寄与することを目的に設立された公益法人で、「水質研究
所」を保有し、従来より水質の分析から自動監視装置の管理、
点検修理等の高度な技術について職員を養成し、また、緊急
時にも迅速な対応が出来る職員を配置し、建設事業施行の調
査に関する事業を実施しており、水質測定に関する業務も多岐
に亘って実績がある。このため、本業務を実施できる者は（社）
近畿建設協会の他に無いことから、当協会と随意契約を行う。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）

5793 （社）近畿建設協会 平成１７年度木津川水質採水運搬その他作業

谷　﨑　保　木津川上流河川事
務所　三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 6,930,000

本業務の履行にあたっては、気象・河川の状況等を十分把握
し、適切な採水タイミングと迅速な水質分析のため、水質分析
所との密接な連絡調整が不可欠である。（社）近畿建設協会
は、建設事業に係る豊富な経験と習熟した技術により、建設行
政の補完的役割を果たし、建設行政の発展に寄与することを
目的として設立された公益法人であり、河川水位、雨量観測及
び水質分析に関しての専門的知識を有した技術者を有してい
るとともに、水質分析所を保有しているなど豊富な水質分析の
実績を持っている。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
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5794 （社）近畿建設協会
平成１７年度天ヶ瀬ダム湖水質
採水業務

上下　芳夫　淀川ダム統合管理
事務所　大阪府枚方市山田池北
町１０－１

平成17年4月4日 1,942,500

（社）近畿建設協会は、昭和３８年７月に大阪府知事の認可（昭
和４８年１１月建設大臣主管に移管）を受け設立された公益法
人で、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土の発展に寄与
することを目的としている。本業務は、直接分析作業までは実
施しないものの実施に当たっては、公に対し、正確な情報を伝
達するための一作業であり、公的機関に近い立場の機関が実
施する必要がある。また、精度を保つ意味で知識が必要であ
り、継続ある観測を行うため、地理・流域・データの傾向に関す
る経験が必要である。（社）近畿建設協会は、公的機関に近い
立場の社団法人であり、ISO9001を取得（平成１５年２月認定登
録）しており、水質研究所を擁した優れた専門機関を有し、一貫
して水質業務に携わっており、知識を有しているほか、過去継
続して同作業を実施して地理・流域はもちろん、データの傾向
に関する知識の実績と信頼がある唯一の業者である。以上の
理由により、（社）近畿建設協会と随意契約をするものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）

5795 （社）近畿建設協会
平成１７年度天ヶ瀬ダム水質自
動監視装置保守点検業務

上下　芳夫　淀川ダム統合管理
事務所　大阪府枚方市山田池北
町１０－１

平成17年4月1日 8,610,000

本業務は、淀川ダム統合管理事務所で管理している水質自動
観測所において各種センサー等の保守点検を行うものである。
この観測所で得られる水質料は、ダム湖の水質管理、富栄養
化管理の基礎資料となるだけでなく、国調査の基礎資料として
広範に利用される重要な資料である。また、精度を保つ意味で
知識が必要であり、継続ある観測を行うため、地・流域・データ
の傾向に関する経験が必要である。また、情報公開される料と
して一層の精度の向上が求められている。（社）近畿建設協会
は、「建設事業の円滑な推進に資することを目的」に立された
公益法人であり、ISO9001を取得（平成１５年２月認定登録）て
おり「建設事業施行の調査研究に関する事業」「建設事業に関
する業務受託」等の行政補助を始めとするこれらの業務に関し
て、高度な知識と技術を有し、水質解析業務に関しても熟知し
た技術者を有している。また、過度において当該作業の実績が
多く、現場の状況に精通した技術者を有しており、非常に信頼
性が高い確実な作業を必要とする当該業務を行う業者は上に
おいて他にない。よって、（社）近畿建設協会に随意契約するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）

5796 （社）近畿建設協会 平成１７年度水質関連試験作業
山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成17年4月1日 308,017,500

　本作業の履行にあたっては、水質分析に関する豊富な経験、
知識を有し、近畿地方整備局管内各河川の水質汚濁に係る環
境基準及び排水基準等を把握するとともに、水質事故等に対
する緊急出動態勢の確立が要求される。上記法人は、近畿地
方整備局管内各地に支所が設置されており、管内全域各水系
の各河川の状況把握はもとより、緊急出動要請に対する迅速
な対応ができるとともに、水質研究所も組織化されていることか
ら、水質事故に関する緊急対応も可能である。また、水質分析
についても精通し、豊富な経験と知識を有している。以上の理
由により、本業務の履行にあたっては、上記法人と契約しなけ
れば契約の目的を達することができないので、随意契約するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの（19
年度から一般競争入
札等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
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5797 （社）近畿建設協会 平成１７年度管内共同溝点検整備
新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年4月1日 12,915,000

本作業は、兵庫国道事務所の管理する共同溝施設の付帯設
備（換気設備、排水設備、電気設備、洞道等）の機能維持を目
的として月、年点検及び整備を行うものである。
　本施設は、電気、電話、上下水道、ガスなどの各公益物件を
効率的・機能的に集約し、安全に保護すると共に道路構造の
保全と円滑な道路交通を確保するものであり、大都市における
都市施設の整備と防災都市造りに大きな機能を発揮している。
このような公共性の極めて高い特殊な施設の維持管理にあ
たっては、施設点検の技術・知識と共に現場状況の精通性、さ
らには厳正な入出溝管理、機密保持や道路管理業務にも精通
し関係法令等にも熟知した高度な知識経験が要求される。
社団法人近畿建設協会は、国土交通行政にかかわる豊富な
経験と習熟した技術により、国土交通行政の補完的役割を果
たし国土交通行政の発展に寄与することを目的に設立された
公益法人である。その事業内容は多岐に亘り、近畿管内にお
いて十分な実績を持っている。
又、道路管理業務においても精通し関係法令等にも熟知した
高度な知識や経験豊富な者を有しており、行政的な立場に立っ
た的確な判断が求められる業務実績もある。
従って、これらの知識、実績、信頼のある同法人と契約するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5798 （社）近畿建設協会
平成１７年度福知山国道維持管
内道路巡回業務（一式）

京都府福知山市字堀小字今岡
2459-14　　　　支出負担行為担
当官　近畿地方整備局福知山河
川国道事務所長　松山宣行

平成17年4月1日 4,620,000

　本業務は、道路管理、道路巡回に関わる豊富な実務経験、さ
らには巡回区間の地形を把握していると共に、地域特性を熟知
し、巡回時において処置等が必要な場合は速やかに対処する
必要がある。また対外的に接する場合も多く、秘密保持の必要
性もある。こうした本業務の履行にあたっては道路行政に関す
る幅広い知識と道路管理に関する豊富な実務経験を有する人
材が必要である。
　（社）近畿建設協会はこうした道路行政に関する幅広い知識
と道路管理に係わる高度な知見及び豊富な実務経験を持ち、
かつ当該地域の地形にも精通している人材を有しており、当該
業務の履行に対し、十分な信頼性と円滑な執行が期待できる
ものである。また、上記条件を満足し、十分な信頼性と円滑な
業務執行が期待できるものは、（社）近畿建設協会以外になく、
よって、（社）近畿建設協会に随意契約するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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5799 （社）近畿建設協会
平成１７年度綾部国道維持管内
道路巡回業務（一式）

京都府福知山市字堀小字今岡
2459-14　　　　支出負担行為担
当官　近畿地方整備局福知山河
川国道事務所長　松山宣行

平成17年4月1日 4,620,000

　本業務は、道路管理、道路巡回に係わる豊富な実務経験、さ
らには巡回区間の地形状況を把握していると共に、地域特性
等を熟知し、巡回時において処置等が必要な場合は速やかに
対処する必要がある。また対外的に接する場合も多く、秘密保
持の必要性もある。こうした本業務の履行にあたっては道路行
政に関する幅広い知識と道路管理に関すぬ豊富な実務経験を
有する人材が必要である。
　（社）近畿建設協会はこうした道路行政に関する幅広い知識
と道路管理に係わる高度な知見及び豊富な実務経験を持ち、
かつ当該地域の地形党にも精通している人材を有しており、当
該業務の履行に対し、十分な信頼性と円滑な執行が期待でき
るものである。また、上記条件を満足し、十分な信頼性と円滑
な業務執行が期待できる者は、（社）近畿建設協会以外になく、
よって（社）近畿建設協会に随意契約するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5800 （社）近畿建設協会
平成１７年度定期巡回業務（一
式）

京都府福知山市字堀小字今岡
2459-14　　　　支出負担行為担
当官　近畿地方整備局福知山河
川国道事務所長　松山宣行

平成17年6月20日 28,140,000

　本業務は、橋梁、擁壁等道路構造物等の現状について細部
状況を把握するため、経年的に実施している点検結果を踏まえ
つつ現地調査を実施し、その結果の整理等を行うものである。
　本業務の履行にあたっては、道路行政に関する幅広い知識と
道路管理に係わる高度な知見及び豊富な実務経験、さらに
は、当該対象地域に係わる地形、点在する様々な道路構造に
対する詳細な知識など幅広い知見と技術力等を有する人材が
必要である。
　（社）近畿建設協会はこうした道路行政に関する幅広い知識
と道路管理に係わる高度な知見及び豊富な実務経験を持ち、
かつ当該地域の地形等にも精通した人材を有しており、当該実
務の履行に対し、十分な信頼性と円滑な執行が期待できるも
のである。
　上記条件を満足し、十分な信頼性と円滑な業務執行が期待
できる者は、（社）近畿建設協会以外になく、よって（社）近畿建
設協会に随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5801 （社）近畿建設協会 滋賀国道道路巡回実施状況整理
安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年6月21日 9,198,000

　本業務は、過去の道路巡回日誌から道路管理の実態を把握
するものであり、日誌から的確に過去の道路管理状況を判断
する必要がある。
　社団法人近畿建設協会は建設行政に係る豊富な経験と習熟
した技術により建設行政の補完的役割を果たし、もって、建設
行政の発展に寄与することを目的として設立された公益法人で
ある。
　上記法人は、道路管理業務に精通し、実績もあり、関係法令
等に熟練した経験豊かな者を有している。
　このように当該業務を遂行するのに十分な能力を有するもの
は社団法人近畿建設協会以外に無いため当協会と随意契約
するものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

5802 （社）近畿建設協会 平成１７年度滋賀国道管内定期巡

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局滋賀国道事務
所長　安藤　勲
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年8月24日 22,438,500

  本作業は、滋賀国道管内の橋梁、溝橋、トンネル、法面、構
造物等の状況把握、確認及び点検を実施するものである。本
作業の実施にあたっては 、道路構造物等の現状把握と異常時
に対する道路管理上必要な情報及び資料の収集を行わせるた
め当所職員との緊密な連携のもとに一体的な作業体制が要求
される。
  社団法人近畿建設協会は、土木技術等に関する専門的知識
や豊富な経験はもとより、行政の補完的役割と高度な業務執
行能力と併せて中立性 ・ 公平性の確保及び規律の保持という
点で行政の補助業務に従事する人員を適切に配置することが
でき、 かつ指導・監督する体制を有する能力並びに実績があ
る。
  従って、本業務を遂行するために必要な条件を満たすことが
できるのは、上記法人以外にないことから、社団法人近畿建設
協会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5803 （社）近畿建設協会
平成１７年度共同溝付帯設備点
検業務（一式）

東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年4月1日 19,950,000

  本施設は、電気、電話、上下水道、ガスなど公益物件を効率
的・機能的に集約し、安全に保護するとともに道路構造の保全
と円滑な道路交通を確保するものであり、大都市における都市
施設の整備と防災都市づくりに大きな機能を発揮している。
  このような公共性の極めて高い特殊な施設の維持管理にあ
たっては、点検整備の経験・知識とともに現場状況の精通性、
さらには厳正な入出溝管理が要求される。
  社団法人近畿建設協会は、建設行政にかかる豊富な経験を
習熟した技術により、建設行政に補完的役割を果たし建設行
政の発展のため、多岐にわたり近畿管内において十分な実績
を持っている。
  また、道路管理業務にも精通し京都国道管内の共同溝状況
にも熟知した経験豊かな者を有しており、的確な判断のもとで
指導、教育が行われている。
  したがって、これらの知識、実績、信頼性は本業務の遂行上
非常に有効かつ不可欠なものであり、本協会と契約することが
適当と考える。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5804 （社）近畿建設協会
平成１７年度京都国道管内構造
物点検業務（一式）

丹羽克彦　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年7月26日 23,205,000

 （社）近畿建設協会は、道路管理に関する規則・基準に精通し
た、道路管理、構造物管理の豊富な経験と習熟した技術力の
ある行政経験者を多く有し、京都国道事務所管内の道路構造
物等の点検業務を過去実施してきていることから、管内路線全
体の道路構造物等の現状及び経年的変化を熟知し、構造物の
状態について行政経験に基づく点検ノウハウにより的確な判断
と、異常確認時等に適切な対応ができる十分な実績を有してい
る。
   以上のことから、本業務に必要な条件を満たし、本業務を確
実に実施できる実績がある（社）近畿建設協会と随意契約をす
るものである。（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5805 （社）近畿建設協会
平成１７年度共同溝保守点検整
備業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月1日 34,020,000

本業務は、道路管理業務の一環として、共同溝の躯体及び附
帯設備の機能維持を図るための保守点検を行うものである。
共同溝という公共性の高い設備の保守点検を行うには、行政と
しての管理手法を熟知している必要がある。（社）近畿建設協
会は、建設事業に係わる豊富な経験と習熟した技術により建
設行政の補完的な役割を果たし、建設行政の発展に寄与する
ことを目的に設立された公益法人である。上記協会は、共同溝
の構造及びシステムに精通し、重点点検箇所及び点検手法を
熟知している。適正かつ、円滑な保守点検業務が期待でき、本
業務の履行に必要な技術者を豊富に有している者は（社）近畿
建設協会以外他にはない。よって、（社）近畿建設協会と随意
契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5806 （社）近畿建設協会
平成１７年度大阪国道管内定期
巡回業務（一式）

分任支出負担行為担当官近畿
地方整備局大阪国道事務所長
村西正実
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年7月13日 47,250,000

本業務は、大阪国道管内の道路が、常時良好な状態に保たれ
るよう構造物について継続的に現地調査を実施し、細部の状
況を点検把握することによって、道路管理上必要な情報及び資
料を収集し、安全の確保に努めることを目的としている。（社）
近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟した技
術により建設行政の補完的役割を目的として設立された公益
法人であり、道路管理に関する業務においても近畿地整管内
及び大阪国道管内において十分な実績をもっている。また、本
業務においては、道路管理上の経験と併せ危機管理上の視点
での的確な技術的判断が要求され、大阪国道管内の構造物・
現場状況び精通し、過去からの経年比較等を把握していること
が必要であり、本業務を遂行出来るのは、上記法人をおいて他
にない。よって、（社）近畿建設協会と随意契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5807 （社）近畿建設協会
三ツ島地区道路巡回業務（一
式）

前田陽一　枚方市南中振３－２
－３

平成17年4月1日 4,357,500

　本業務は、大阪北道路三ツ島地区の供用区間の道路巡回を
実施するもので、道路が常時良好な状態に保たれるよう道路
の状況ほ把握し、道路の異常及び不法占用等に対して、適宜
の措置を講ずるとともに、道路管理上必要な情報及び資料を
収集し、通行の安全確保に努めることを目的とするものであ
る。
　上記法人は、建設事業に係る豊富な経験と習熟した技術によ
り、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設行政の発展に
寄与することを目的に設立された公益法人であり、道路管理に
関する業務についても近畿地整管内及び浪速国道管内におい
て十分な実績を有している。
　また、道路巡回業務についてもこれまで十分な実績を有して
おり、さらに、的確な判断ができる熟練した経験豊富な指導者
や人員を有しており、道路管理者に代わり的確な業務の遂行
ができる上記法人である。
　よって、上記法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5808 （社）近畿建設協会
兵庫国道管内構造物定期巡回
業務（一式）

新　一真　神戸市中央区波止場町 平成17年7月26日 33,600,000

　本業務は、防災点検で実施する法面、擁壁以外の重要構造
物である橋梁、歩道橋、地下道、歩道等について、細部状況を
把握し、道路管理上必要な資料の収集することを目的とするも
のである。
　本業務は、兵庫国道事務所管内の構造物について、異常等
の細部状況を的確に把握し、それぞれの構造物毎の調査点検
を行い、道路管理上必要な資料を収集するものであり、本業務
を遂行するにあたっては、道路管理行政の知識、さらには管内
沿道地域の状況に精通していることが求められる。
　（社）近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験と習熟し
た技術により、建設行政の補完的役割を果たし、もって国土開
発の発展に寄与することを目的に設立された公益法人である。
当該法人は、建設事業の円滑な維持管理等に関する受託業
務等多岐にわたり、近畿地方整備局管内において数多くの業
務等を受託しており十分な実績を有している。
　また、当事務所においても、過去の巡回業務や関連業務の
実績があり、本業務内容に関して、熟知した経験豊富な者を多
数有している唯一の法人である。
　以上の理由により、（社）近畿建設協会と随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5809 （社）近畿建設協会
平成１７年度姫路管内定期巡回
業務（一式）

分任支出負担行為担当官
姫路河川国道事務所長　若林
伸幸　　　兵庫県姫路市北条１
－２５０

平成17年4月1日 29,715,000

①業務内容
本業務は、国道２号、２９号の橋梁、トンネル等の重要構造物
について細部の現地点検を行い、現状把握と異常等に対する
道路管理上必要な情報及び資料収集を行うものである。
②相手方の業務執行能力
　（社）近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験と習熟し
た技術により点検結果を緊急度、重要度に応じて報告するなど
建設行政の補完的な役割を果たし、もって建設行政の発展に
寄与することを目的に設立された法人である。また、道路管理
に関する高度な知識と豊富な経験を有しており、当事務所にお
いても十分な実績を持っている。
③相手方以外に当該業務を行わせることがきわめて困難であ
ること本業務は、同一構造物を毎年定期的に点検し、その経年
変化で異常の度合い等を判断し、速やかに道路管理に反映さ
せるものである。　上記協会は、当所管内の巡回やその他管理
に関する業務に携わり、経年的に定期巡回することにより構造
物等の状態を把握している唯一の法人である。管内の道路事
情を熟知するとともに、効率的かつ円滑な業務の実施が図られ
ることから上記協会と随意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5810 （社）近畿建設協会
平成１７年度道路構造物定期巡
回業務（一式）

金澤　文彦
近畿地方整備局福井河川国道
事務所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年9月29日 9,555,000

本業務は、道路構造物の現状の詳細な資料及び情報を把握
することにより、道路を常時良好な状態に保つよう道路構造物
の維持修繕等の基礎的資料及び異常時において速やかに適
切な処置をとる為の資料を収集することを目的としており、高い
精度が要求される。
これらの業務は、行政行為の補助に係る業務で、業務の性格
から中立性、公平性が求められるものである。また、道路管理
に必要な法律等を熟知するとともに、道路管理に関する経験を
有していることが必要である。
（社）近畿建設協会は、土木技術等に関する専門的知識や豊
富な経験はもとより、行政事業の補完的役割としての高度な業
務執行能力や中立性・公平性の確保という点で行政の補助業
務に従事する人員を適切に配置することができ、かつ指導・監
督していく体制を有する能力並びに実績がある。
したがって、本業務を遂行するために必要な条件を満たすこと
ができるのは、上記法人以外にないことから、（社）近畿建設協
会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5811 （社）近畿建設協会 平成１７年度定期巡回業務（一式

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局
豊岡河川国道事務所後藤正　豊
岡市幸町１０－３

平成17年7月6日 17,535,000

本業務は、道路が常時良好な状態に保たれるよう、道路管理
上必要な状況を把握するためのものであり、橋梁やトンネル、
擁壁、護岸、排水施設、法面などの特性を習熟した特定の知
識、経験を必要とする業務である。特に過年度に実施された業
務と深く関係する業務であることから、既に実施された業務で
得た情報や地元関係者の事情等の詳細を熟知した者が、道路
構造物等について構造物特有の着眼点に着目して巡回し、異
常の有無や経年変化、周辺状況等を把握する必要がある。ま
た、業務遂行上、道路区域以外の箇所にも立ち入ることが必要
となり、第三者との交渉で得た情報等は国土交通省職員と同
等の機密の保持も要求される。社団法人近畿建設協会は、建
設事業にかかる豊富な経験と習熟した技術により、建設行政
の補完的役割を果たし、建設行政の発展に寄与することを目
的に設立された公益法人である。上記法人は道路管理に係る
関係法令や各種指針、構造基準等を十分熟知した行政経験豊
富な技術者を多数保有し、類似業務も多数有しており、本業務
に求められる種々の知見と公正な判断能力を有している。した
がって、本業務の遂行に必要な知識、経験、技術を併せ持って
いる者は、（社）近畿建設協会以外にはないことから、同法人と
随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5812 （社）近畿建設協会
２５号王寺共同溝保守点検業務
（一式）

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年5月11日 2,310,000

本業務は、奈良国道事務所が管理する王寺共同溝を適正に維
持管理するため、共同溝の躯体本体及び附帯設備（換気設
備、排水設備等）の保守点検を行うものである。当共同溝には
電気、電話、上水道という公益物件を収容しており、その性格
上、入溝者に対して機密保持の確保を要求すべき施設である。
社団法人　近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と
習熟した技術によって、国土交通行政の補完的役割を果たし、
国土交通行政の発展に寄与することを目的として設立された公
益法人であり、建設事業に関する業務の受委託等多岐にわ
たっている。本業務を執行するに当たっては設備に関する広範
囲かつ高度な専門知識・技術力を有し、的確な判断ができる能
力が整っていることが必要である。同時に共同溝の性格上、永
続的な機密保持の確保についても求められる。このような条件
を満足するのは当該法人以外にない。よって、社団法人　近畿
建設協会と随意契約をするものである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5813 （社）近畿建設協会
奈良国道管内構造物定期巡回
業務（一式）

奈良国道事務所長　山田哲也
奈良市大宮町３－５－１１

平成17年7月26日 28,875,000

本業務は、奈良国道事務所管内における橋梁・函渠等の細部
に渡る状況を把握した定期点検を実施するため、過去からの
形状変化の進展や現場の状況に精通した経験・知識を必要と
し、適切に構造物の健全度について評価を下す内容である。社
団法人　近畿建設協会は、道路管理に関する規則・基準に精
通した構造物管理や点検に関する豊富な経験と習熟した技術
力をもった人材を多数有しており、奈良国道管内の構造物定期
巡回をこれまでからも実施し、管内路線全体の道路構造物等
の現状及び経年的変化を熟知していることから質の高い成果
をあげている。本業務を実施するに当たっては、関係法令・各
種構造物点検要領等に関する広範囲かつ高度な専門知識・技
術力を有し、中立性・公平性による的確な判断ができる能力が
整っていること、また、当事務所管内における橋梁・函館等の
細部にわたる状況を把握した定期点検を実施するため、現場
の状況に精通し、経験豊富な人材を確保できる体制が必要で
あり、的確に業務遂行ができる業者は当該法人以外にない。
よって、社団法人　近畿建設協会と随意契約をするものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5814 （社）近畿建設協会
平成１７年度道路巡回業務（一
式）

大槻英治　和歌山河川国道事務
所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 12,757,500

本業務は、近畿地方整備局道路巡回実施要領（案）に基づき
道路の巡回を実施するものであり、実施にあたっては道路管理
に関する法律、道路管理行政に精通し、習熟した技術力を有し
ているとともに、気象状況、道路状況、道路利用状況を考慮し
た的確な判断が求められるので、巡回業務の実績と経験が不
可欠である。（社）近畿建設協会は、道路管理に関する法律に
精通し習熟した技術をもつ行政経験者を多く有する公益法人
で、近畿地方整備局管内で同種業務の十分な実績を有すると
共に、和歌山河川国道事務所管内の道路巡回業務を、道路管
理に関する法律、道路管理行政に精通し習熟した技術を有す
る人材をもって、気象状況、道路状況、道路利用状況に応じ的
確に行った実績と経験を有する唯一の団体である。以上のこと
から、本業務に必要な条件を満たし確実に実施できる唯一の
団体である（社）近畿建設協会と随意契約するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5815 （社）近畿建設協会
平成１７年度管内構造物定期巡
回業務（一式）

大槻英治　和歌山河川国道事務
所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年5月11日 26,407,500

本業務は、道路管理に関する規則・基準に精通しているとも
に、道路管理、構造物管理の豊富な経験と習熟した技術を有
し、管内の現場状況に精通していて、過年度の点検結果及び
被災経歴、損傷の進行状況等に基づき、構造物の状態につい
て的確な判断と異常確認時等に適切な対応ができることが不
可欠である。（社）近畿建設協会は、道路管理に関する規則・基
準に精通した、道路管理、構造物管理の豊富な経験と習熟した
技術力のある行政経験者を多く有し、その人材をもって長年に
わたり構造物定期巡回業務を行い、和歌山河川国道事務所管
内の道路状況に精通し、過年度の点検結果及び被災経歴、損
傷の進行状況等を熟知し、構造物の状態について的確な判断
と異常確認時等に適切な対応ができる十分な実績を有してい
る。以上のことから、業務に必要な要件を満たし、本業務を確
実に実施できる実績がある（社）近畿建設協会と随意契約する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5816 （社）近畿建設協会
平成１７年度２６号和歌山北共
同溝施設管理業務（一式）

大槻英治　和歌山河川国道事務
所
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年7月1日 2,520,000

本業務の実施にあたっては、公益事業者の施設の占用につい
て精通するとともに、共同溝施設全般の構造・機能等について
も熟知し、施設管理者と綿密に連絡を行い的確に施設管理を
実施する必要がある。また、当該共同溝施設は、整備途上であ
り、延伸に向けた工事も予定されているため、建設事業にかか
る豊富な経験と知識に基づいて、供用部分の施設管理を適切
かつ確実に行う必要がある。社団法人近畿建設協会は、建設
事業の推進及び、普及を目的として、設立されたもので、建設
事業にかかわる豊富な経験と知識を有する技術者等を多数抱
えている。①近畿地方整備局管内において、道路管理施設の
維持管理に関する業務を多岐にわたって受託し、公益事業者
の公益施設の占用について精通するとともに、共同溝施設全
般の整備目的・構造、機能等についても熟知している。②近畿
地方整備局管内において、共同溝等の重要施設に関し施設管
理者との綿密な連絡に基づく的確な施設管理について豊富な
実績を有している。③建設事業にかかる豊富な経験と知識に
基づいて施設の維持管理に関する業務を確実に実施できる。
以上のことから、本業務に必要な上記の条件を満たしており、
和歌山河川国道事務所管内において、業務履行可能な唯一の
団体である、上記協会と随意契約するものである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5817 （社）近畿建設協会 平成１７年度道路情報連絡業務（
黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年4月1日 13,020,000

   本業務は、夜間及び休日における紀南河川国道事務所管内
の道路の災害及び突発的な事故等の情報を迅速かつ的確に
連 絡し、道路管理の万全を期すものであり、また知り得た情報
の機密の保持を要する等、業務の性格上信頼性と実績のある
相手方と契約する必要がある。（社）近畿建設協会は、建設事
業に係る豊富な経験と習熟した技術により建設行政の補充的
役割を果たすことを目的に設立された公益法人である。また、
道路管理業務を補完し、中立性、公平性を保ち、かつ的確に実
施するためには、機密が保持され信頼性と実績のある（社）近
畿建設協会しかなく随意契約するものである。（会計法第２９条
の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5818 （社）近畿建設協会 平成１７年度紀南管内道路構造物

分任支出負担行為担当官　近畿
地方整備局紀南河川国道事務
所長　黒谷　努　和歌山県田辺
市中万呂１４２

平成17年6月2日 34,860,000

  （社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と熟練
した技術により建設行政の補充的役割を果たし、もって建設行
政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であり、
設立以来同法人では、道路巡回業務や構造物定期巡回業務
などを行っている。　本業務は、道路構造物の状況把握等を行
うための定期巡回を行うものであり、構造物等の経年変化の状
況に熟知しておく必要がある。　さらに道路管理者側としての判
断が求められるとともに道路技術者としての経験・能力、道路
行政に係る諸施策・制度に精通した専門知識及び、行政的な
視点が必要となる。当該協会では、昭和５０年以降、３０年間に
渡り構造物の点検を行ってきており、定期巡回業務実施の実
績及び経験豊富な技術者を有していることから、本業務内容に
精通しており、適切な業務の実施を確保することが出来る。
以上のことから本業務を、「（社）近畿建設協会」と随意契約す
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5819 （社）近畿建設協会
平成１７年度機械整備技術補助
業務

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年4月1日 7,875,000

福井河川国道事務所は、排水ポンプ設備、堰、水門・樋門設
備、融雪設備、トンネル換気　設備、道路排水設備等の管理施
設約１３０施設と連絡用・維持用・除雪用・災害対策用に係　わ
る建設機械約１３０台を管理・運用し、人々が安全で快適な河
川整備及び道路整備事業を　推進するため、円滑な機械整備
事業の執行に努めている。本業務の履行にあたっては、河川・
道路管理に関する知識ともに機械設備や建設機械の　管理・
運用に関する専門的知識が必要であるため、河川・道路管理
業務への精通や機械設　備及び建設機械等に関する専門的
知識が要求される。標記業者は、建設事業の円滑な推進に資
し、もって国土開発の発展に寄与することを目的　として昭和３
８年に設立した公益法人であり、建設事業施行の調査研究に
関する事業や建設　工事の改良及び発展を図る事業及び建設
事業に関する業務の委託や安全対策に関する調査などの事業
としている。建設事業の業務の委託においては、河川・道路管
理施設の調査・点検・維持管理や機械　設備及び建設機械等
に係わる管理業務などの実績を有し、河川・道路管理のみなら
ず機械　設備・建設機械に関しても豊富な経験と専門的な知識
を兼ね備えており、本業務の目的を達　成できる唯一の業者で
ある。よって、本業務の契約にあたっては、以上のような理由に
より随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5820 （社）近畿建設協会
平成１７年度敦賀・小浜国道管
内機械整備技術補助業務

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年4月1日 8,085,000

福井河川国道事務所は、融雪設備、トンネル換気設備、道路
排水設備等の管理施設約９　０施設と連絡用・維持用・除雪用・
災害対策用に係わる建設機械１２０台を管理・運用し、人　や車
が常に安全で快適に利用できる道路整備事業を推進するた
め、円滑な機械整備事業の　執行に努めている。本業務は、敦
賀国道維持出張所及び小浜国道維持出張所が管理・運用する
これらの施設　（約５０施設）や建設機械（約６０台）等に係わる
機械整備補助業務である。本業務の履行にあたっては、道路
管理に関する知識ともに機械設備や建設機械の管理・　運用
に関する専門的知識が必要であるため、道路管理業務への精
通や機械設備及び建設　機械等に関する専門的知識が要求さ
れる。標記業者は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土
開発の発展に寄与することを目的　として昭和３８年に設立した
公益法人であり、建設事業施行の調査研究に関する事業や建
設　工事の改良及び発展を図る事業及び建設事業に関する業
務の委託や安全対策に関する調　査などの事業としている。建
設事業の業務の委託においては、道路管理施設の調査・点
検・維持管理や機械設備及　び建設機械等に係わる管理業務
などの実績を有し、道路管理のみならず機械設備・建設機　械
に関しても豊富な経験と専門的な知識を兼ね備えており、本業
務の目的を達成できる唯一　の業者である。
　  よって、本業務の契約にあたっては、以上のような理由によ
り随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5821 （社）近畿建設協会
平成１７年度紀南管内事故防止
点検他補助業務（一式）

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年9月5日 6,510,000

本業務に当たっては、労働安全に係る法令、公衆災害防止要
綱、安全施工技術指針等に精通、及び、工事施工に精通して
いること、また、直轄工事での発生事故、発生要因等を踏まえ
て点検現場における事故の想定をし、安全管理上の問題点を
的確に見極めたうえで監督業務の補助をするとともに問題点の
見極め等に当たって、道路利用者等、施工業者、工事発注者
へ安全優先の判断・指摘ができることが必要である。
（社）近畿建設協会は、「建設事業に係る豊富な経験と習熟した
技術により建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発
展に寄与すること」を目的に設立された公的法人であり、本局
事故調査委員会運営業務の十分な実績を有し、安全に係る法
令、公衆災害防止対策要綱、安全施工技術指針等に精通して
いるとともに、近畿地方整備局管内直轄工事の事故発生事例・
事故発生要因等についても熟知している。
また、事故防止点検補助業務に関し、工事施工に精通した行
政経験者をもって、事故の想定をし、安全管理上の問題点を的
確に見極め、また、道路利用者、施工業者、工事発注者への
安全優先の立場で判断・指導をともなう同種業務等について、
工事発注者へ安全衛生の立場で判断・指摘をともなう同種業
務について、信頼できる豊富な実績を持つ管内唯一の法人で
ある。
以上のことから、本業務に必要な要件を満たし確実に業務を実
施できる（社）近畿建設協会と随意契約する。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5822 （社）近畿建設協会
和歌山河川国道事務所管内事
故防止点検補助業務（一式）

大槻英治　和歌山河川国道事務
所
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年5月13日 9,555,000

本業務にあたっては、労働安全に係る法令、公衆災害防止対
策要綱、安全施工技術指針等に精通していると共に、工事施
工に精通していること。また、直轄工事での発生事故、発生要
因等を踏まえて、点検現場における事故を想定し、安全管理上
の問題点を的確に見極めた上で監督業務の補助をするととも
に、問題点の見極め等にあたって道路利用者、施工業者、工
事発注者に対し中立的な立場の判断・指摘が出来ることが必
要である。（社）近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験
と習熟した技術力ある行政経験者を多く有する公益法人で、本
局事故調査委員会運営業務の十分な実績を有し、労働安全に
係る法令、公衆災害防止対策要綱、安全施工技術指針等に精
通しているとともに、近畿地方整備局管内直轄工事の事故発
生事例・事故発生要因等についても熟知している。また、事故
防止点検補助業務に関し、工事施工に精通した行政経験者を
もって、事故の想定をし、安全管理上の問題点を的確に見極め
たうえ、道路利用者、施工業者、工事発注者に対し中立的な立
場で判断・指摘を伴う同種業務等について、豊富な実績を持つ
管内唯一の法人である。以上のことから、本業務に必要な用件
を満たし確実に業務を実施できる（社）近畿建設協会と随意契
約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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5823 （社）近畿建設協会
平成１７年度情報連絡業務（一
式）

大槻英治　和歌山河川国道事務
所
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 13,020,000

本業務の実施は、管内の地理、地域状況を熟知しているととも
に、道路・河川管理に関する習熟した技術力、知識、経験を有
する者をもって迅速な対応が必要となる。（社）近畿建設協会
は、道路・河川管理に関する習熟した技術力と豊富な行政経験
者を多く有する公益法人で、近畿地方整備局管内で、道路・河
川管理に関する習熟した技術力、知識、経験を必要とする同種
業務の実績を多く有するとともに、和歌山河川国道事務所にお
いても経年的に情報連絡業務を実施している。以上のことか
ら、管内の地理、地域状況を熟知していて、道路・河川管理に
関する習熟した技術、知識、経験をもって本業務を確実に履行
できる者は、情報連絡業務の実績を有する（社）近畿建設協会
が唯一の者であることから、（社）近畿建設協会と随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5824 （社）近畿建設協会
平成１７年度山崎維持出張所雪
害情報連絡業務（一式）

井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年11月18日 4,210,500

（社）近畿建設協会は、豊富な経験と習熟した技術により建設
行政の補完的な役割を果たし、建設行政の発展に寄与するこ
とを目的に設立された法人である。その業務内容は、河川巡
視・道路巡回、河川・道路の管理技術補助、建設事業関係の
各種マニュアルの作成、技術研究の支援後援等多岐にわたっ
ており、当事務所においても十分な実績がある。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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5825 （社）近畿建設協会
平成１７年度道路管理課管理技
術補助業務（一式）

若林伸幸　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年4月1日 7,906,500

①業務内容
　本業務は、苦情連絡の接受・伝達、各種台帳附図等の整理、
道路法に 基づく各種申請書の受付・整理等、その他道路管理
にかかる対外的な行政事務の補完的業務を行うものであり、国
土交通省の行う道路管理業務に精通している人材が必要であ
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②相手方の業務執行能
力
 (社)近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟し
た技術により、建設技術の補完的な役割を果たし、もって建設
行政の発展に寄 与することを目的として設立された法人であ
る。                    　　 　　　    その業務内容は、河川巡視、道
路巡視、河川・道路の管理技術補助、建設事業関係の各種技
術マニュアルの作成、技術研究の支援・後援等多岐にわたって
おり、当事務所においても充分な実績を持っている。
③相手方以外に当該業務を行わせることが極めて困難である
こと
本業務の実施に当たっては、その業務の内容から豊富な道路
管理の知 識と対応力が必要である。また、当事務所職員と綿
密な連携を図りな がら、一体的な業務遂行を行うことが要求さ
れ、高度な行政事務を代行するものである。
同法人は、当事務所の道路巡回・構造物の定期巡回等にも携
わることで、管内の道路事情を熟知しており、また道路管理に
関する十分な知識と経験が豊富な技術者を有しており、行政事
務を代行できる唯一の法人である。
よって、効果的かつ円滑な業務の実施が図られることから、同
法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5826 （社）近畿建設協会
平成１７年度姫一道路管理技術
補助業務（一式）

若林伸幸　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年4月1日 15,309,000

　本業務は、行政にかかる対外的な補助業務であり、その業務
の内容から当事務所職員と緊密な連携を図りつつ、一体的に
業務を執行する必要があり豊富な行政経験に基づく知識と対
応が強く求められる。
　同法人は、当事務所管内の道路巡回・構造物の定期巡回業
務等にも携わり、管内の道路事情に熟知しており、道路管理に
関する知識と行政経験豊富な人材を多数有し、行政面からの
補助的対応が可能な唯一の法人である。よって、効率的かつ
円滑な業務の実施が図れることから同法人と随意契約を行うも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5827 （社）近畿建設協会
平成１７年度山崎道路管理技術
補助業務（一式）

若林伸幸　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年4月1日 15,540,000

　本業務は、行政にかかる対外的な補助業務であり、その業務
の内容から当事務所職員と緊密な連携を図りつつ、一体的に
業務を執行する必要があり豊富な行政経験に基づく知識と対
応が強く求められる。　　　　　同法人は、当事務所管内の道路
巡回・構造物の定期巡回業務等にも携わり、管内の道路事情
に熟知しており、道路管理に関する知識と行政経験豊富な人
材を多数有し、行政面からの補助的対応が可能な唯一の法人
である。よって、効率的かつ円滑な業務の実施が図れることか
ら同法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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5828 （社）近畿建設協会
平成１７年度姫二道路管理技術
補助業務（一式）

若林伸幸　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年4月1日 22,858,500

　本業務は、行政にかかる対外的な補助業務であり、その業務
の内容から当事務所職員と緊密な連携を図りつつ、一体的に
業務を執行する必要があり豊富な行政経験に基づく知識と対
応が強く求められる。
　同法人は、当事務所管内の道路巡回・構造物の定期巡回業
務等にも携わり、管内の道路事情に熟知しており、道路管理に
関する知識と行政経験豊富な人材を多数有し、行政面からの
補助的対応が可能な唯一の法人である。よって、効率的かつ
円滑な業務の実施が図れることから同法人と随意契約を行うも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5829 （社）近畿建設協会
平成１７年度福井河川国道情報
連絡業務（一式）

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、当局の勤務時間外における庁舎管理及び外部から
の道路及び河川にかかわる情報連絡、問い合わせ等の対応、
更に道路情報板の操作を行う業務であり、これらの業務は、災
害、事故等の発生時には的確な判断による担当関係職員への
連絡又、迅速で正確な情報板等の操作が必要不可欠であると
ともに、庁舎内には事業計画等、対外的に一定期間公開不可
な資料を保有していることから夜間休日の庁舎管理においてこ
れらの信頼がおけることは絶対必要である。
（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟し
た技術者により、建設行政の補完的役割を果たし、建設行政
の発展に寄与することを目的に設立された公益法人である。ま
た当協会は、福井河川国道事務所管内の情報連絡業務を実
施してきていることから、事故等の非常時に的確な判断による
情報板等の操作を熟知している。よって当協会は、当局の道路
河川管理業務内容や本業務に精通し実績の持っている人材を
保有し、夜間休日の庁舎管理においても信頼のおけるのは
（社）近畿建設協会以外にはないので当協会と随意契約をする
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5830 （社）近畿建設協会
平成１７年度豊岡河川国道事務
所情報連絡業務（一式）

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年4月1日 12,327,000

上記公益法人は、建設事業に係わる豊富な経験と習熟した技
術により建設行政の補完的役割を果たし、建設行政の発展に
寄与することを目的に設立した公益法人であり、その事業内容
は建設事業に関する業務の委託、広報活動、調査研究等多岐
に亘っており、建設行政の円滑な執行に大きく寄与している。ま
た、近畿地方整備局管内においては、河川管理や道路管理に
関した実績や評価は十分なものがある。本業務の適正な履行
にあたっては、各種の情報連絡に的確に対応するため管内の
地理等に精通しており、河川や道路に関した一般的な知識や
経験も重要であり、知り得た情報は第三者に漏らしてはならな
い事項も多く発生することから、当管内の河川や道路に関した
管理全般にわたる広い知識と経験豊かな技術者を保有してい
る（社）近畿建設協会の他は出来ない業務である。よって上記
法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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5831 （社）近畿建設協会
平成１７年度福知山河川国道事
務所管内雪害対策観測・連絡業
務（一式）

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年11月11日 9,240,000

　（社）近畿建設協会は、建設事業に係わる豊富な経験と習熟
した技術により建設行政の補完的役割を果たし、建設事業の
発展に寄与することを目的に設立された公益法人である。
　その事業内容は、建設事業に関する業務の委託等建設行政
の円滑な執行に大きく寄与している。また、近畿地方整備局管
内において、十分な実績を持っている。
　本業務は、除雪作業業者との連絡調整や道路利用者からの
冬期の道路状況の問合せ等対外的に接する場合が多く、それ
らの対応については、管内の地形、地域特性等を熟知している
とともに、道路管理全般についての知識が求められるものであ
り、その処置等に対して速やかに対処する必要がある。
　上記協会は、昨年度の契約においても雪害対策業務の遂行
において迅速かつ的確に対応を行った。
　これらの条件を満足し、かつ、信頼性と円滑な執行をできる業
者は、ほかにはなく、よって（社）近畿建設協会と随意契約する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5832 （社）近畿建設協会
平成１７年度福知山国道維持出
張所管理技術補助及び管理補
助業務（一式）

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年4月1日 13,335,000

　本業務は、道路管理上の各種申請や不法使用・不法占用の
指導取締り等の補助及び各種道路施設資料の整理・整備等、
道路管理上必要な業務及びその補助を行うものである。また事
務処理上、対外的に接する場合が多く、事務処理上知り得た
事柄について、秘密保持が必要である。
　こうした本業務の履行にあたっては道路行政に関する幅広い
知識と道路管理に関する実務経験を有する人材が必要であ
る。
　（社）近畿建設協会はこうした道路行政に関する幅広い知識
と道路管理に係わる高度な知見及び豊富な実務経験を持った
人材を有しており、当該業務の履行に対し、十分な信頼性と円
滑な執行が期待できるのもである。また、上記条件を満足し、
十分な信頼性と円滑な業務執行が期待できる者は、（社）近畿
建設協会以外になく、よって（社）近畿建設協会に随意契約す
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5833 （社）近畿建設協会
平成１７年度福知山河川国道事
務所道路情報連絡業務（一式）

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年4月1日 16,905,000

　本業務は、道路に関する情報を迅速かつ的確に連絡し、速や
かに対処する必要がある。又、事務処理上住民からの意見や
苦情対応等、対外的に接する場合も多く、秘密保持の必要性も
ある。
　こうした本業務の履行にあたっては道路行政に関する幅広い
知識と道路管理に関する実務経験を有する人材が必要であ
る。
　（社）近畿建設協会はこうした道路行政に関する幅広い知識
と道路管理に係わる高度な知見及び豊富な実務経験を持った
人材を有しており、当該業務の履行に対し、十分な信頼性と円
滑な執行が期待できるものである。また、上記条件を満足し、
十分な信頼性と円滑な業務執行が期待できる者は、（社）近畿
建設協会以外になく、よって（社）近畿建設協会に随意契約す
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5834 （社）近畿建設協会
平成１７年度綾部国道維持出張
所管理技術補助及び管理補助
業務（一式）

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年4月1日 19,425,000

　本業務は、道路管理上の各種申請や不法使用・不法占用の
指導取締り等の補助及び各種道路施設資料の整理・整備等、
道路管理上必要な業務及びその補助を行うものである。また事
務処理上、対外的に接する場合が多く、事務処理上知り得た
事柄について、秘密保持が必要である。
　こうした本業務の履行にあたっては道路行政に関する幅広い
知識と道路管理に関する実務経験を有する人材が必要であ
る。
　（社）近畿建設協会はこうした道路行政に関する幅広い知識
と道路管理に係わる高度な知見及び豊富な実務経験を持った
人材を有しており、当該業務の履行に対し、十分な信頼性と円
滑な執行が期待できるものである。また、上記条件を満足し、
十分な信頼性と円滑な業務執行が期待できる者は、（社）近畿
建設協会以外になく、よって（社）近畿建設協会に随意契約す
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5835 （社）近畿建設協会
平成１７年度「道の相談室」相談
受付窓口業務（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 45,885,000

　本業務を遂行するには、「道の相談室」の開設主旨をはじめ、
国土交通行政全般　　についての内容を把握するに止まらず、
道路管理行政に関する高度の知識と一般沿　　道住民や道路
利用者が必要とする多様なニーズにリアルタイムに、個別的に
対応し　　得る豊富な行政経験を用い、国民から寄せられた相
談に対し迅速にかつ適確な対応　　を必要とする極めて特殊な
業務である。
　　　(社)近畿建設協会は、道路管理業務に関して行政的な経
験豊かな技術者及び技術
　　力を保有すると共に、道路巡回、道路管理事務及び道路法
その他の関係法令並びに
　　近畿地方整備局の諸規定を十分理解している他、直轄管
理区間及び関連地域情勢に
　　精通している。また、道路管理に関する多数の遂行実績に
よる資料の蓄積もあり、　　各種情報に精通している。さらに他
の法人が本業務を行った場合、必要とする資料
　　及び技術力の習得に多大な労力と時間を要することとなり、
業務の適切な執行が極
　　めて困難である。
　　　以上の理由により、本業務を履行できるのは、（社）近畿
建設協会しかない。よ　　って、（社）近畿建設協会と随意契約
するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5836 （社）近畿建設協会
平成１７年度道路管理技術補助
業務（一式）

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年4月1日 7,402,500

　本業務は行政行為の補助として行われる業務であり、現地調
査・立会い及び技術審査等の業務を迅速且つ的確に行うことを
求めるものである。
　社団法人近畿建設協会は建設事業に係る豊富な経験と習熟
した技術により、建設行政の補完的役割を果たし、もって、建設
行政の発展に寄与することを目的として設立された公益法人で
ある。
　上記法人は、道路管理業務に精通し、実績もあり、関係法令
等に熟練した経験豊かな者を有している。
　このように当該業務を遂行するのに十分な能力を有するもの
は社団法人近畿建設協会以外に無いため当協会と随意契約
するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5837 （社）近畿建設協会
滋賀国道雪害対策管理業務（一
式）

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年11月18日 24,675,000

本業務は、滋賀国道事務所管内の冬期雪害の夜間及び休日
における雪害状況を把握するもので、状況に応じ職員に連絡を
行うために体制に入るものである。
　本業務を実施するには、冬期交通を確保するために必要な
気象情報等の収集・整理、並びに、変化する気象情報等の的
確な判断ができることが条件となる。
　（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟
した技術により、建設行政の補完的役割を果たし持って、建設
行政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であ
り、（社）近畿建設協会は、滋賀国道管内の雪害対策に関する
情報収集、報告、気象観測、並びにその整理が的確に出来る
熟練した技術者を多数有し、豊富な実績と現場状況に精通して
いる。
　このように当該業務を遂行するのに十分な能力を有するもの
は社団法人近畿建設協会以外に無いため、当協会と随意契約
するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5838 （社）近畿建設協会
滋賀国道管内道路管理業務（一
式）

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年4月1日 73,920,000

　本業務は行政行為の補助として行われる業務であり、迅速且
つ的確な業務の執行を求めるものである。
　社団法人近畿建設協会は建設事業に係る豊富な経験と習熟
した技術により、建設行政の補完的役割を果たし、もって、建設
行政の発展に寄与することを目的として設立された公益法人で
ある。
　上記法人は、道路管理業務に精通し、実績もあり、関係法令
等に熟知した経験豊かな者を有している。
　このように当該業務を遂行するのに十分な能力を有するもの
は社団法人近畿建設協会以外に無いため当協会と随意契約
するものである。（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5839 （社）近畿建設協会
平成１７年度道路管理補助業務
（一式）

東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年4月1日 7,927,500

　本業務にあたっては、京都国道事務所管理第一課において
保有する各種台帳・附図、資料等に基づき業務を行うもので、
道路管理及び関係諸法令に精通し、専門知識に裏付けされた
指導力及び説得力が必要であり、国土交通省の行政窓口とし
て、申請者等に対して適切かつ確実に対応する必要がある。ま
た、行政処分に対する個人情報等、機密の保持漏洩防止が必
要である。
　近畿建設協会は、建設事業に関する豊富な経験と習熟した
技術により、建設行政の発展に寄与することを目的に設立され
た公益法人であり、設立趣旨に建設行政の補完的役割を掲げ
ており、道路管理業務について多くの実績を持ち、道路行政に
精通している。
　また、同協会は当事務所において過去から管理業務等を行う
とともに、豊富な経験及び実績並びに信頼性を有しているため
随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5840 （社）近畿建設協会
平成１７年度第二維持出張所道
路管理技術及び管理補助業務
（一式）

東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年4月1日 21,945,000

　本業務は道路管理業務の一環として道路法第３２条に関する
関係機関との事前協議や道路占用物件・行政相談・苦情処理
などに関する調査・確認、また、道路法に基づく第２４条、第３２
条等の申請書の受付、審査及び資料の整理・修正、各種台帳
の管理等を行うものであり、関係法令及び許可基準等の知識
を必要とするものである。
　また、行政処分に関連する個人情報等、機密の保持及び漏
洩の防止が必要である。
　近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟した
技術により、建設行政の発展に寄与することを目的に設立され
た公益法人であり、設立趣旨に建設行政の補完的役割を掲げ
ており、道路管理業務について多くの実績を持ち、道路行政に
精通している。
　また、同協会は当事務所において過去から管理業務等を行う
とともに、豊富な経験及び実績並びに信頼性を有しているため
随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5841 （社）近畿建設協会
平成１７年度第一維持出張所道
路管理技術及び管理補助業務
（一式）

東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年4月1日 27,930,000

　本業務は道路管理業務の一環として道路法第３２条に関する
関係機関との事前協議や道路占用物件・行政相談・苦情処理
などに関する調査・確認、また、道路法に基づく第２４条、第３２
条等の申請書の受付、審査及び資料の整理・修正、各種台帳
の管理等を行うものであり、関係法令及び許可基準等の知識
を必要とするものである。
　また、行政処分に関連する個人情報等、機密の保持及び漏
洩の防止が必要である。
　近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟した
技術により、建設行政の発展に寄与することを目的に設立され
た公益法人であり、設立趣旨に建設行政の補完的役割を掲げ
ており、道路管理業務について多くの実績を持ち、道路行政に
精通している。
　また、同協会は当事務所において過去から管理業務等を行う
とともに、豊富な経験及び実績並びに信頼性を有しているため
随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5842 （社）近畿建設協会
平成１７年度大阪国道管内技術
アドバイザー業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年8月29日 4,830,000

　 本業務は、大阪国道管内における工事の円滑な実施を図る
ため、設計及び協議段階において、業務受注者に対する適切
な設計や内部及び外部関係機関への調整・協議に対するアド
バイスを行うものである。本業務の実施にあたっては、関係法
令・各種指針等を熟知し、且つ、計画から管理段階までの業務
のチェックポイントについて精通した経験豊富な技術者を配置
させる必要があると共に、中立性・公平性を有する者に契約の
相手方が特定される業務である。社団法人近畿建設協会は、
建設事業にかかる豊富な経験と習熟した技術により建設行政
の補完的役割を果たし、もって建設行政の発展に寄与すること
を目的として設立された公益法人である。その業務内容は、建
設事業施工の調査・研究に関する業務、建設事業普及のため
の広報活動、建設事業全般にかかる各種の業務・作業の受託
等、多岐にわたっており、近畿管内において多くの実績がある
と共に、中立性・公平性を有している。本業務を的確に履行す
るための要件に応えられる唯一のものとして、社団法人近畿建
設協会と随意契約を行うものである。(会計法第２９条の３第４
項)

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5843 （社）近畿建設協会
平成１７年度道路管理関係苦
情・相談受付業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月1日 14,490,000

本業務は、一般国道１号、２号、２５号、２６号、４３号、１６３号、
１６５号、１７１号、１７６号及び４８１号の大阪国道事務所管内
における道路管理等に関する一般市民等からの苦情対応及び
情報整理を行うことによって、道路における交通の安全確保、
不法占用物件の正常化、環境の美化等、道路環境の維持改
善に反映させるものである。本業務の実施に当たっては、沿道
住民の苦情をはじめとする不特定多数の意見・要望に対し適
切な対応を求められるとともに、関係担当課及び関係機関への
適切かつ迅速な情報提供・対応依頼を行い、苦情及びその後
処理について、共有情報の整備、道路行政に反映しうる統計
的な情報処理を行う等、道路法等の関係法令に精通すると共
に、道路管理業務をはじめとする道路行政に関し幅広い知識と
経験が求められる。上記社団法人は、建設業務の経験とその
技術を活用し、建設事業の円滑な遂行を目的に設立された。そ
の業務内容は建設事業に関し多岐にわたっているが、特に道
路管理については、道路法及び管理業務に精通した技術者が
豊富で、当事務所管内をはじめ近畿管内において十分な実績
を持っている。行政行為の補助に係る業務内容の特殊性を鑑
みた場合、本業務を遂行できるのは上記法人をおいて他にな
い。従って、（社）近畿建設協会と随意契約するものである。(会
計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5844 （社）近畿建設協会
平成１７年度南大阪道路管理補
助業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月1日 39,480,000

本業務は、出張所管内の道路巡回及び管理業務の補助をおこ
なうもので、道路法に基づく巡回業務と各種申請書類の受付、
整理、苦情や申立等に係わる接受、伝達等を行うものであり、
国土交通省の窓口として適切かつ確実に対応する必要があ
る。（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習
熟した技術により建設行政の補完的役割を目的として設立され
た公益法人であり、道路管理に関する業務においても近畿地
方整備局管内及び大阪国道事務所管内において十分な実績
をもっている。道路管理補助業務においてもこれまで十分な実
績があり、この業務に関して精通した経験豊富な指導者や人
員を有する者は、（社）近畿建設協会以外他にはない。したがっ
て、上記業者随意契約を行うものである。(会計法第２９条の３
第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5845 （社）近畿建設協会
平成１７年度北大阪道路管理補
助業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月1日 47,145,000

本業務は、出張所管内の道路巡回及び管理業務の補助をおこ
なうもので、道路法に基づく巡回業務と各種申請書類の受付、
整理、苦情や申立等に係わる接受、伝達等を行うものであり、
国土交通省の窓口として適切かつ確実に対応する必要があ
る。（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習
熟した技術により建設行政の補完的役割を目的として設立され
た公益法人であり、道路管理に関する業務においても近畿地
方整備局管内及び大阪国道事務所管内において十分な実績
をもっている。道路管理補助業務においてもこれまで十分な実
績があり、この業務に関して精通した経験豊富な指導者や人
員を有する者は、（社）近畿建設協会以外他にはない。したがっ
て、上記業者随意契約を行うものである。(会計法第２９条の３
第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5846 （社）近畿建設協会
平成１７年度高槻道路管理補助
業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月1日 47,145,000

本業務は、出張所管内の道路巡回及び管理業務の補助をおこ
なうもので、道路法に基づく巡回業務と各種申請書類の受付、
整理、苦情や申立等に係わる接受、伝達等を行うものであり、
国土交通省の窓口として適切かつ確実に対応する必要があ
る。（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習
熟した技術により建設行政の補完的役割を目的として設立され
た公益法人であり、道路管理に関する業務においても近畿地
方整備局管内及び大阪国道事務所管内において十分な実績
をもっている。道路管理補助業務においてもこれまで十分な実
績があり、この業務に関して精通した経験豊富な指導者や人
員を有する者は、（社）近畿建設協会以外他にはない。したがっ
て、上記業者随意契約を行うものである。(会計法第２９条の３
第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5847 （社）近畿建設協会
平成１７年度西大阪道路管理補
助業務（一式 ）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月1日 48,405,000

本業務は、出張所管内の道路巡回及び管理業務の補助をおこ
なうもので、道路法に基づく巡回業務と各種申請書類の受付、
整理、苦情や申立等に係わる接受、伝達等を行うものであり、
国土交通省の窓口として適切かつ確実に対応する必要があ
る。（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習
熟した技術により建設行政の補完的役割を目的として設立され
た公益法人であり、道路管理に関する業務においても近畿地
方整備局管内及び大阪国道事務所管内において十分な実績
をもっている。道路管理補助業務においてもこれまで十分な実
績があり、この業務に関して精通した経験豊富な指導者や人
員を有する者は、（社）近畿建設協会以外他にはない。したがっ
て、上記業者随意契約を行うものである。(会計法第２９条の３
第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5848 （社）近畿建設協会 浪速国道管理補助業務（一式）
前田陽一　浪速国道事務所　枚
方市南中振３－２－３

平成17年4月1日 6,457,500

　本業務は浪速国道管内の管理業務の補助を行うもので、道
路法に基づく各種申請書類の受付、整理、苦情や申し立て等
に係わる接受、伝達等を行うものであり、国土交通省の窓口と
して適切かつ確実に対応する必要がある。
　上記法人は、建設事業に係る豊富な経験と習熟した技術によ
り、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設行政の発展に
寄与することを目的に設立された公益法人であり、道路管理に
関する業務についても近畿地整管内で十分な実績を有してい
る。
　上記法人は、この業務に関して精通した経験豊富な指導者や
人員を有しており、唯一的確な業務の遂行ができる公益法人で
ある。
　よって、上記法人と随意契約を行うものである。(会計法第２９
条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5849 （社）近畿建設協会 平成１７年度道路管理補助業務（
新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年4月1日 13,965,000

　本業務は、兵庫国道事務所管理第一課において、道路法第
２４条の承認申請の受付、審査から許可に至る業務及び、管理
第一課備え付けの道路法第２８条に基づく道路台帳等の整備
修正の業務の補助を行うものである。
 　本業務は、道路法に基づく許認可及び台帳整備の補助を行
うため、道路法はもちろん、関係諸法令に精通していなければ
ならない。また、国土交通省の窓口として苦情申し立て等に係
わる接受、伝達等に対し、適切かつ確実に対応する必要があ
る。
　上記、社団法人近畿建設協会は、建設事業に係わる豊富な
経験と習熟した技術により建設行政の補完的役割を果たし、
もって建設行政の発展に寄与することを目的に設立された公益
法人である。特に道路管理補助においては、当事務所におい
てもこれまで十分な実績があり、この業務に関して精通した経
験豊富な技術者や人員を有していることから、営利を目的とし
ない公益法人である社団法人近畿建設協会神戸支所と随意契
約することが適切である。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5850 （社）近畿建設協会
平成１７年度西宮維持出張所管
内道路管理技術業務（一式）

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年4月1日 22,155,000

本業務は、道路管理における各種申請の受付、整理、現場管
理及び道路巡回等の技術業務を行うものである。
　本業務は、道路管理の技術業務として、道路法に基づく各種
申請書類の受付事務、現場管理及び道路巡回を行うものであ
る。
本業務の履行にあたっては、道路法及び関係諸規定等を熟知
していることが求められ、技術面及び道路管理行政面の知識と
経験、さらには当事務所の管理する道路の状況に精通してい
ることが要求される。
社団法人近畿建設協会は、建設行政にかかる豊富な経験と習
熟した技術により、行政の補完的役割を果たし、もって国土開
発の発展に寄与することを目的に設立された公益法人である。
その事業内容は、建設事業普及のための広報活動、建設事業
に関する業務の受託等多岐に亘っており、近畿管内において
数多くの業務等を受託し十分な実績があり、道路管理業務に
おける豊富な経験と知識を有した人材を多数有している。
また当事務所の同業務を受託している実績から当出張所の管
理区間の道路状況に精通しており、豊富な行政経験に基づく
知識、判断力等を有している唯一の法人である。
従って、同法人と随意契約を行うものである。(会計法第２９条
の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5851 （社）近畿建設協会
平成１７年度明石維持出張所管
内道路管理技術業務（一式）

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年4月1日 29,505,000

本業務は、道路管理における各種申請の受付、整理、現場管
理及び道路巡回等の技術業務を行うものである。
　本業務は、道路管理の技術業務として、道路法に基づく各種
申請書類の受付事務、現場管理及び道路巡回を行うものであ
る。
本業務の履行にあたっては、道路法及び関係諸規定等を熟知
していることが求められ、技術面及び道路管理行政面の知識と
経験、さらには当事務所の管理する道路の状況に精通してい
ることが要求される。
社団法人近畿建設協会は、建設行政にかかる豊富な経験と習
熟した技術により、行政の補完的役割を果たし、もって国土開
発の発展に寄与することを目的に設立された公益法人である。
その事業内容は、建設事業普及のための広報活動、建設事業
に関する業務の受託等多岐に亘っており、近畿管内において
数多くの業務等を受託し十分な実績があり、道路管理業務に
おける豊富な経験と知識を有した人材を多数有している。
また当事務所の同業務を受託している実績から当出張所の管
理区間の道路状況に精通しており、豊富な行政経験に基づく
知識、判断力等を有している唯一の法人である。
従って、同法人と随意契約を行うものである。(会計法第２９条
の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5852 （社）近畿建設協会
平成１７年度洲本維持出張所管
内道路管理技術業務（一式）

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年4月1日 29,610,000

　本業務は、道路管理における各種申請の受付、整理、現場
管理及び道路巡回等の技術業務を行うものである。
本業務は、道路管理の技術業務として、道路法に基づく各種申
請書類の受付事務、現場管理及び道路巡回を行うものであ
る。
本業務の履行にあたっては、道路法及び関係諸規定等を熟知
していることが求められ、技術面及び道路管理行政面の知識と
経験、さらには当事務所の管理する道路の状況に精通してい
ることが要求される。
社団法人近畿建設協会は、建設行政にかかる豊富な経験と習
熟した技術により、行政の補完的役割を果たし、もって国土開
発の発展に寄与することを目的に設立された公益法人である。
その事業内容は、建設事業普及のための広報活動、建設事業
に関する業務の受託等多岐に亘っており、近畿管内において
数多くの業務等を受託し十分な実績があり、道路管理業務に
おける豊富な経験と知識を有した人材を多数有している。
また当事務所の同業務を受託している実績から当出張所の管
理区間の道路状況に精通しており、豊富な行政経験に基づく
知識、判断力等を有している唯一の法人である。
従って、同法人と随意契約を行うものである。(会計法第２９条
の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5853 （社）近畿建設協会
平成１７年度神戸維持出張所管
内道路管理技術業務（一式）

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年4月1日 36,855,000

本業務は、道路管理における各種申請の受付、整理、現場管
理及び道路巡回等の技術業務を行うものである。
本業務は、道路管理の技術業務として、道路法に基づく各種申
請書類の受付事務、現場管理及び道路巡回を行うものであ
る。
本業務の履行にあたっては、道路法及び関係諸規定等を熟知
していることが求められ、技術面及び道路管理行政面の知識と
経験、さらには当事務所の管理する道路の状況に精通してい
ることが要求される。
社団法人近畿建設協会は、建設行政にかかる豊富な経験と習
熟した技術により、行政の補完的役割を果たし、もって国土開
発の発展に寄与することを目的に設立された公益法人である。
その事業内容は、建設事業普及のための広報活動、建設事業
に関する業務の受託等多岐に亘っており、近畿管内において
数多くの業務等を受託し十分な実績があり、道路管理業務に
おける豊富な経験と知識を有した人材を多数有している。
また当事務所の同業務を受託している実績から当出張所の管
理区間の道路状況に精通しており、豊富な行政経験に基づく
知識、判断力等を有している唯一の法人である。
従って、同法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5854 （社）近畿建設協会
平成１７年度福井管内道路管理
補助業務（一式）

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年4月1日 55,650,000

本業務は、道路巡回、道路管理等に精通し、巡回区間の地
形、地域特性等を熟知し、その処理等に対して豊富な行政経
験が求められており、速やかに対応する必要がある。　また、
道路法に基づく各種申請書類で提出される資料の中には、申
請者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ
のある資料もあり、機密保持が必要である上に、現地調査・立
会等で対外的に接する機会も多い為、公正で信頼のある調
査、判断力が必要不可欠な業務である。
（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟し
た技術者により、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設
行政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であ
る。当協会は、福井河川国道事務所管内道路管理補助業務を
実施してきていることから、管内路線の地形、地域特性等を熟
知している。よって当協会はこれらの業務内容に精通し、行政
経験が豊富で実績のある人材を保有し、個人的各種申請書類
の機密保持においても信頼のおけるのは（社）近畿建設協会以
外にはないので、当協会と随意契約をするものである。（会計
法第２９条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5855 （社）近畿建設協会
平成１７年度管内国道維持出張
所雪害情報連絡業務（一式）

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年11月17日 16,275,000

 (社)近畿建設協会は、近畿地方整備局管内での建設技術及
び管理技術の向上を目指すと共に、近畿地方整備局の進める
建設事業の円滑な遂行に資する目的で設立された公益法人で
ある。
  本業務は、各国道維持出張所において、当局職員に代わって
冬期の時間外に道路に関する対外連絡及び雪害作業請負者
からの情報収集等を行う業務であり、当局の職員並に精通した
経験豊富な職員を保有し、信頼のおける(社)近畿建設協会と随
意契約をするものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5856 （社）近畿建設協会
平成１７年度道路管理課管理事
務補助業務
（一式）

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年4月1日 3,570,000

　本業務は特殊車両業務の受付・審査等一連の業務を取り扱
う性格上道路行政と道路管理業務に精通していることが要求さ
れる。又、事務処理上、対外的に接する場合が多い。そのた
め、信頼性があることが要求されるとともに、提出された申請書
に基づいての入力データの成果物づくりや他の道路管理者の
協議に必要な資料づくりを迅速に行う事務処理を要求される。
　本業務にあたり、十分な実績があり、経験豊かで、信頼度の
高い業者は他になく、よって当協会を随意契約の相手方として
推薦するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5857 （社）近畿建設協会 八鹿国道維持出張所雪害対策連
後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年11月25日 6,720,000

 本業務は、冬期における気象観測の他、事務所等への連絡、
一般住民等外部 からの道路情報等の問い合わせに対し対応
を行うものである。また、雪害体制時には除雪業者の作業実施
内容の把握・報告等を行うものである。管内の地形や地域特性
等を熟知し、その処理に対し速やかな対処には豊富な知識等
が求められる。又、その中で得られた情報等は、国土交通省職
員と同等の機密保持も要求される。上記法人は、建設事業に
係わる豊富な経験と熟練した技術により建設行政の補完的役
割を果たし、建設行政の発展に寄与することを目的に設立した
公益法人であり、行政経験豊かな技術者を多数保有し、本業
務に求められる豊富な経験による的確な判断能力と信頼性の
高い連絡等十分な実績がある。従って、本業務の遂行に必要
な知識、経験、判断力を併せもっている者は 近畿建設協会以
外にはないことから、同法人と随意契約するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5858 （社）近畿建設協会 平成１７年度春日和田山道路管理
後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年4月11日 7,665,000

上記公益法人は、建設事業に係わる豊富な経験と習熟した技
術により建設行政の補完的役割を果たし、建設行政の発展に
寄与することを目的に設立した公益法人であり、その事業内容
は、建設事業に関する業務の委託、広報活動、調査研究等多
岐に亘っており、建設行政の円滑な執行に大きく寄与してい
る。また、近畿地方整備局管内においては、道路管理に関した
実績や評価は十分なものがある。本業務の適正な執行には、
道路法等の法令に関した専門知識や道路管理に関した豊富な
実績と経験が必要であり、道路管理全般にわたる広い知識が
必要であるから、道路行政に関して精通し経験豊かな技術者を
保有している、（社）近畿建設協会の他は出来ない業務であ
る。よって上記法人と随意契約を行うものである。(会計法第２９
条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
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（円）

随意契約によることとした理由
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5859 （社）近畿建設協会
平成１７年度八鹿国道維持出張
所道路管理業務（一式）

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年4月1日 14,175,000

上記公益法人は、建設事業に係わる豊富な経験と習熟した技
術により建設行政の補完的役割を果たし、建設行政の発展に
寄与することを目的に設立した公益法人であり、その事業内容
は、建設事業に関する業務の委託、広報活動、調査研究等多
岐に亘っており、建設行政の円滑な執行に大きく寄与してい
る。また、近畿地方整備局管内においては、道路管理に関した
実績や評価は十分なものがある。本業務の適正な執行には、
道路法等の法令に関した専門知識が必要であり、道路管理全
般にわたる広い知識が必要であるから、道路行政に関して精
通し経験豊かな技術者を保有している、（社）近畿建設協会の
他は出来ない業務である。よって上記法人と随意契約を行うも
のである。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5860 （社）近畿建設協会
奈良維持出張所道路管理補助
業務（一式）

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年4月1日 14,700,000

（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟し
た技術により、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設行
政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人である．
その事業内容は、建設事業普及のための広報活動・建設事業
施工の調査研究に関する事業・建設工事の改良及び発展を図
る事業・講演会、研究会その他催物等の開催・建設事業に関
する業務の委託等多岐に亘っており、近畿管内において十分
な実績を持っている。本業務は道路管理に精通した熟練者と秘
密保持が要求きれ、かつ営利を目的としない公益法人である
（社）近畿建設協会と随意契約することが適切である。(会計法
第２９条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5861 （社）近畿建設協会
橿原維持出張所道路管理補助
業務（一式）

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年4月1日 22,050,000

（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟し
た技術により、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設行
政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人である．
その事業内容は、建設事業普及のための広報活動・建設事業
施工の調査研究に関する事業・建設工事の改良及び発展を図
る事業・講演会、研究会その他催物等の開催・建設事業に関
する業務の委託等多岐に亘っており、近畿管内において十分
な実績を持っている。本業務は道路管理に精通した熟練者と秘
密保持が要求きれ、かつ営利を目的としない公益法人である
（社）近畿建設協会と随意契約することが適切である。(会計法
第２９条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5862 （社）近畿建設協会
平成１７年度管内道路管理技術
補助業務（一式）

大槻英治　和歌山河川国道事務
所
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 40,267,500

本業務の実施にあたっては、道路管理に係る法律、規則、基準
等に精通しているとともに、道路管理行政に精通していること、
管内の道路状況及び沿道状況に精通していること、かつ、中立
的な立場で業務実施できることが不可欠である。（社）近畿建
設協会は、道路管理に関する習熟した技術力がある行政経験
者を多く有する公益法人で、近畿地方整備局管内において道
路管理に係る法律、規則、基準等に精通しているとともに、道
路管理行政に精通し、中立的な立場で業務を実施することが
要求される同種業務の実績を多く有す。また、和歌山河川国道
事務所管内の道路巡回業務を経年的に実施していることから、
管内の道路状況及び沿道状況に精通している。以上のことか
ら、本業務実施に必要とされる要件を満たし、中立的な立場で
の業務実施を行った実績がある（社）近畿建設協会以外に本業
務を確実に実施できるものはなく、（社）近畿建設協会と随意契
約するものである。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5863 （社）近畿建設協会
新宮国道維持出張所道路管理
補助業務（一式）

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年4月1日 8,127,000

  （社）近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験と習熟し
た 技術により建設行政の補充的役割を果たし、もって建設行
政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であり、
設立以来同法人では、道路巡回業務や構造物定期巡回業務
などを行っている。　本業務は、道路管理業務の補完及び巡回
業務を行うものであり、道路管理に係る法律、規則、基準等に
精通しているのはもちろんのこと、紀南河川国道事務所管内の
道路状況、沿道状況を的確に把握しつつ、高度な守秘義務、
中立性、公平性が求められる。　以上のことから、本業務実施
に必要とされる要件を満たし、中立・公平な立場で業務実施を
行った実績がある社団法人近畿建設協会以外に本業務を的確
に実施できるものは無く、よって同法人と随意契約するもので
ある。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5864 （社）近畿建設協会 道路管理課道路管理補助業務（一
黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年4月1日 15,645,000

   （社）近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験と熟練し
た技術により建設行政の補充的役割を果たし、もって建設行政
の発展に寄与することを目的に設立された公益法人である。
本業務は、道路管理業務の補完を行うものであり、中立性、公
平性を保ち、かつ的確に実施するため、業務に精通している同
法人しかなく随意契約するものである。(会計法第２９条の３第４
項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5865 （社）近畿建設協会 田辺国道維持出張所道路管理補
黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年4月1日 15,960,000

  （社）近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験と習熟し
た 技術により建設行政の補充的役割を果たし、もって建設行
政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であり、
設立以来同法人では、道路巡回業務や構造物定期巡回業務
などを行っている。　本業務は、道路管理業務の補完及び巡回
業務を行うものであり、道路管理に係る法律、規則、基準等に
精通しているのはもちろんのこと、紀南河川国道事務所管内の
道路状況、沿道状況を的確に把握しつつ、高度な守秘義務、
中立性、公平性が求められる。　以上のことから、本業務実施
に必要とされる要件を満たし、中立・公平な立場で業務実施を
行った実績がある社団法人近畿建設協会以外に本業務を的確
に実施できるものは無く、よって同法人と随意契約するもので
ある。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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（円）
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5866 （社）近畿建設協会 串本国道維持出張所道路管理補
黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年4月1日 15,960,000

  （社）近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験と習熟し
た 技術により建設行政の補充的役割を果たし、もって建設行
政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であり、
設立以来同法人では、道路巡回業務や構造物定期巡回業務
などを行っている。　本業務は、道路管理業務の補完及び巡回
業務を行うものであり、道路管理に係る法律、規則、基準等に
精通しているのはもちろんのこと、紀南河川国道事務所管内の
道路状況、沿道状況を的確に把握しつつ、高度な守秘義務、
中立性、公平性が求められる。　以上のことから、本業務実施
に必要とされる要件を満たし、中立・公平な立場で業務実施を
行った実績がある社団法人近畿建設協会以外に本業務を的確
に実施できるものは無く、よって同法人と随意契約するもので
ある。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5867 （社）近畿建設協会
平成１７年度特殊車両許認可技
術補助業務
（一式）

若林伸幸　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年4月1日 22,186,500

  ①業務内容
本業務は、姫路河川国道事務所が行う道路法、車両制限令に
基づき特殊車両に関する通行許可申請事務等対外的な行政
の補助業務を行うものである。
②相手方の業務執行能力
（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟し
た技術により、建設事業の補完的な役割を果たし、もって建設
行政の発展に寄与することを目的として設立された法人であ
る。その業務内容は、河川巡視、道路巡視、河川・道路の管理
技術補助、建設事業関係の各種技術マニュアルの作成、技術
研究の支援・後援等多岐にわたっており、当事務所においても
十分な実績を持っている。
③相手方以外に当該業務を行わせることがきわめて困難であ
ること
本業務は行政にかかる対外的な補助業務であり、その業務の
内容から、当事務所職員と緊密な連携を図りつつ一体的に業
務を執行する必要があり豊富な行政経験に基づく知識と対応
が強く求められる。　同法人は、当事務所管内の道路巡回業
務、管理技術補助業務に携わり、道路の管理に精通しており、
また管内の道路事情に熟知している。特殊車両に関する知識
と行政経験豊富な人材を多数有し、行政面からの補助的対応
が可能な唯一の法人である。　  よって、効率かつ円滑な業務
の実施が図れることから同法人と随意契約を行うものである。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5868 （社）近畿建設協会
平成１７年度特殊車両許認可技
術補助業務
（一式）

大槻英治　和歌山河川国道事務
所
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 22,365,000

本業務は、特殊車両の通行許可に関わる申請の受付、審査、
他の道路管理者との調整及び電算機操作等について職員を補
助する業務を行うものである。本業務を実施するには、特殊車
両の許認可に関する十分な知識を有し、また、道路管理に必
要な法律等を熟知し、申請等についての外部からの問い合わ
せ等に対して適切かつ的確な対応・指導等が必要である。さら
に、当該業務においては、外部との接触も多く、業務の性格
上、機密保持及び漏洩の防止が強く求められることとなる。
（社）近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験と習熟した
技術により建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発
展に寄与することを目的に設立された公益法人であり、建設事
業の補完を図り、多岐にわたる事業を実施している。本協会
は、近畿地方整備局管内において、特殊車両指導取締業務、
特殊車両許認可技術補助業務について、十分な実績を持って
おり、特殊車両の許認可に係る関係法令に熟知している。ま
た、行政経験と技術力の豊富な人材を有し、補助職員教育に
おいても十分な指導・教育が行われており、法令に則った的確
な判断、申請者に対する的確な対応・指導ができる。さらに、業
務内容に関する機密保持及び漏洩の防止の確実な実施につ
いて信頼に足る豊富な実績を有している唯一の法人である。以
上のことから、社団法人近畿建設協会と随意契約を行うもので
ある。(会計法第２９条の３第４項)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5870 （社）近畿建設協会
平成１７年度特殊車両許認可技
術補助業務
（一式）

東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年4月1日 22,785,000

　本業務は、道路管理業務の一環として、道路法及び車両制
限令に基づく特殊車両の通行許認可に係る受付、審査、許可
に至る事務処理を目的としており、関係法令及び許可基準等
の知識を必要とするものである。
　また、行政処分に関連する個人情報等、機密の保持及び漏
洩の防止が必要である。
　近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟した
技術により、建設行政の発展に寄与することを目的に設立され
た公益法人であり、設立趣旨に建設行政の補完的役割を掲げ
ており、道路管理業務について多くの実績を持ち、道路行政に
精通している。
　また、同協会は当事務所において過去から特殊車両許認可
等に関する業務を行うとともに、豊富な経験及び実績並びに信
頼性を有しているため随意契約を行うものである。(会計法第２
９条の３第４項)

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5871 （社）近畿建設協会
平成１７年度管理第一課道路占
用許可技術補助業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月1日 7,875,000

本業務は、大阪国道事務所管理第一課の行う、道路占用許可
技術補助業務であり、道路法に基づく道路占用申請書類の受
付、確認、審査、整理、現地調査、システム入力等の道路管理
上必要な業務の技術的な管理補助を行う者である。本業務に
あたっては、管理第一課において保有する各種台帳・附図・資
料等に基づき業務を行うもので、道路管理及び関係諸法令に
精通し、専門知識に裏付けされた指導力及び説得力が必要で
あり、国土交通省の行政窓口として申請者に対して適正かつ
確実に対応する必要がある。（社）近畿建設協会は、建設事業
に関する豊富な経験と習熟した技術により、建設行政の発展に
寄与することを目的に設立された公益法人である。その設立趣
旨に建設行政の補完的役割を掲げており、道路管理業務につ
いて多くの実績を持ち、道路行政に精通した職員を有し、高度
な守秘義務を求め得る者及び中立性、公平性を有する者は同
協会以外にない。よって（社）近畿建設協会と随意契約するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5872 （社）近畿建設協会
平成１７年度特殊車両許認可技
術補助業務
（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月1日 57,487,500

本業務は、道路法４７条の２に基づき、特殊車両許可申請書の
受付から審査・許可証の交付補助を行うものである。業務に従
事する者は、申請者のプライベートを知り得ることが出来、守秘
義務が必要となる。また、審査や条件添付には、経験も必要で
ある。（社）近畿建設協会は、建設事業の経験とその技術を活
用し、建設事業の円滑な遂行を行うことを目的に設立された。
その事業は、建設事業に関する多種の内容にわたっている
が、とりわけ道路管理については、道路法に精通した技術者も
豊富で、近畿管内や当事務所管内においても十分な実績を
持っており、業務内容の特殊性を鑑みても本業務を遂行できる
のは、（社）近畿建設協会以外にない。また、機密保持について
も、社団法人設立の趣旨から十分信頼できるものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5873 （社）近畿建設協会
平成１７年度特殊車両通行許認
可技術補助業務
（一式）

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年4月1日 46,305,000

  本業務は、当事務所　管理第一課の行う特殊車両通行許可
技術補助業務であり、道路法〔主に第４７条２項（車両制限令第
３条）の規定〕に基づき、特殊車両通行許可申請書の受付等一
連の事務及び特殊車両通行許可証の交付を行うために必要な
業務の技術補助を行うものである。
　（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟
した技術により、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設
行政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であ
る。
　その事業内容は、建設事業普及のための広報活動・建設事
業施工の調査研究に関する事業・建設工事の改良及び発展を
図る事業・講演会、研究会その他催し物の開催・建設事業に関
する業務の受託等多岐に亘っており、近畿管内において十分
な実績を持っている。
　本業務実施に当たっては、当事務所　管理第一課において保
有する各関係図書・台帳・附図資料等に基づき業務を行うもの
で、従事者が、道路法及び関係法令の規定等を十分理解して
いることは勿論、諸規定等を十分熟知していることが要求され
る。
　また、業務の性格から審査や条件添付には、業務に精通し経
験が豊富であることは勿論、申請者のプライバシーを知り得る
ことが出来るため、守秘義務も強く要求される。
　従って、これまで十分な実績があり当該事業に精通した経験
豊富な指導者や人員を有し、かつ営利を目的としない公益法
人である（社）近畿建設協会神戸支所と随意契約することが適
切である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5874 （社）近畿建設協会
平成１７年度福知山地区特殊車
両取締補助業務
（一式）

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年6月16日 2,667,000

　本業務は、道路管理業務の一環として、道路法及び車両制
限令に違反する車両の調査、指導、摘発処理に関する業務の
補助であるが、関係法令及び許可基準等の知識を必要とする
ものである。
　なお、指導取締りの補助業務遂行にあたっては、警察当局と
の調整、連携、強力が要求され、また違反者に対しても適正な
対応や指導性が問われる業務の特殊性を有している。
　（社）近畿建設協会は国土交通行政全般にわたる豊富な経験
を有した人材を有しており、国道交通行政の補完的役割を果た
しているとともに、近畿管内において十分な実績を有している
社団法人である。
　（社）近畿建設協会は道路行政や道路管理業務にも精通し、
必要な関連法令等にも熟知した経験豊富な人材を有しており、
的確な指導教育を行える営利を目的としない公益法人である。
また取締り予定日を含む機密の保持及び漏洩の防止について
も信頼が置ける。
　以上のことから、本業務実施にあたって求められる知識、実
績、信頼性から（社）近畿建設協会は本業務を遂行できる唯一
のものであり、本協会と契約することが適当と考える。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5875 （社）近畿建設協会
平成１７年度特殊車両許認可技
術補助業務
（一式）

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年4月1日 7,560,000

本業務は、道路法及び関係法令の規定等を十分理解し、特殊
車両通行許可業務に精通していることが要求される
また、各種情報を扱うため、機密が保持されることが重要であ
る。併せて、道路管理事務に関する能力を有す人員が望まれ
る。上記協会は、永年建設行政に従事し、工事．管理等に関す
る幅広い経験を活用して国土交通行政の補完的役割を果た
し、国土交通行政の発展に寄与することを目的に設立された法
人であり、道路管理部門において十分な実績を持っており、当
該業務に精通し
、なおかつ機密保持の重要性を十分理解した業務担当者を有
している。従って、上記の条件に合致し、かつ営利を目的としな
い公益法人である（社）近畿建設協会と随意契約することが適
切である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5876 （社）近畿建設協会
名塩道路下山口地区道路台帳
等整備業務（一式）

田口　定一　阪神国道事務所
兵庫県芦屋市川西町１４－１

平成17年8月1日 7,455,000

　本業務は名塩道路１－２工区下山口地区の完成に伴う引継
に必要となる各種台帳等について、平成１６年度の名塩道路下
山口地区道路台帳等作成業務において作成した成果の補完
整備を行うものである。
　業務実施にあたっては管理移管のための道路台帳等の業務
に精通し、かつ道路法上の位置づけを十分理解した上、道路
管理の経験と技術を必要とするものである。
　　(社)近畿建設協会は、建設行政に係る豊富な経験と習熟し
た技術により、建設行政の補完的役割を果たすこと等を目的に
設立された公益法人であり、道路管理行政に精通した経験豊
富で優秀な技術者を有しており、近畿地方整備局においても豊
富な実績がある。また、平成１６年度に名塩道路下山口地区道
路台帳等作成業務を実施しており、現場条件や業務内容を熟
知している。
　本業務は、前記業務と密接な関係があり、業務を円滑に実施
できるのは(社)近畿建設協会をおいて他にない。
  従って、(社)近畿建設協会と随意契約を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

5877 （社）近畿建設協会
神戸西ＢＰ長坂地区道路台帳作
成業務（一式）

田口　定一　阪神国道事務所
兵庫県芦屋市川西町１４－１

平成17年11月10日 3,675,000

　社団法人近畿建設協会は、建設行政に係る豊富な経験と習
熟した技術により、建設行政の補完的役割を果たすこと等を目
的に設立された公益法人であり、道路管理行政に精通した経
験豊富で優秀な技術者を有し、近畿地方整備局管内において
豊富な実績がある。また、当該区間における道路台帳等作成
業務を実施しており、現場条件や業務内容に精通している。
　本業務は、神戸市へ移管するための道路台帳を作成する等
の行政上の豊富な知識や経験を必要とする。また、現地の状
況や過去に行った業務等に精通したものでなければ、業務を
円滑かつ正確に行うことは困難である。
   よって、随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5878 （社）近畿建設協会
道路敷地等調査技術業務（一
式）

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年4月1日 11,728,500

本業務は、許認可の事務処理はもとより、道路法、関係諸規
定、その他道路管理全般に精通し、かつ処理する能力が必要
である。また、各種情報を扱うため機密保持も重要である。社
団法人　近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験と熟練
した技術により、建設行政の発展に寄与することを目的として
設立され、本業務を行ううえで必要となる知識を持ち、かつ、機
密保持の重要性を十分理解した道路敷地等の調査・確認、許
認可申請処理など道路管理経験の豊富な職員を多数有してい
る。以上のことから、本業務を的確かつ円滑に遂行でき、かつ
営利を目的としない公益法人である社団法人　近畿建設協会
と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5879 （社）近畿建設協会
平成１７年度不法占用物件適正
化業務（一式）

井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成18年1月31日 1,155,000

本業務は、不法占用物件の所有者に対して、道路占用許可基
準等についての説明指導を実施するものである。本業務の実
施にあたっては、不法占用物件の調査・確認を行い、不法占用
物件の管理者に対して、道路占用許可基準等の適切な指導等
を行わせるため、国土交通省が実施する道路管理業務に精通
していることが必要である。社団法人近畿建設協会は、土木技
術等に関する専門的知識や豊富な経験はもとより、行政事業
の補完的役割としての高度な業務執行能力や中立性・公平性
の確保及び規律の保持という点での行政の補助業務に従事す
る人員を適切に配置することができ、かつ指導・監督していく体
制を有する能力並びに実績がある。したがって、本業務を遂行
するために必要な条件を満たすことができるのは、上記法人以
外にないことから、社団法人近畿建設協会姫路支所と随意契
約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5880 （社）近畿建設協会
平成１７年度特殊車両指導取締
業務
（一式）

大槻英治　和歌山河川国道事務
所
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 3,307,500

本業務は、道路の構造を守り、交通の危険を防止するため、適
切に「特殊車両取締り」を実施するにあたり職員を補助するも
のである。本業務を実施するには、道路法その他関係法令及
び諸規定に基づく特殊車両の取締りの趣旨に則り、監督職員
（道路監理員）の業務補助者として、違反車両に対して違反の
確認を行い、指導取締調書を作成する等、特殊車両の許認可
に関する十分な知識を有し、また、法令に則った的確な判断が
必要であり、違反者に対しては毅然とした対応及び適切かつ的
確な指導等を要する。さらに、行政処分とも関わるため、指導
予定日を含め業務の性格上、機密保持及び漏洩の防止が強く
求められることとなる。社団法人近畿建設協会は、建設事業に
かかる豊富な経験と習熟した技術により建設事業の円滑な推
進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目的として
設立された公益法人であり、建設事業の補完を図り、多岐に亘
る事業を実施している。本協会は、近畿地方整備局管内にお
いて、特殊車両指導取締業務、特殊車両許認可技術補助業務
について、十分な実績を持っており、特殊車両の許認可に係る
関係法令に熟知している。また、行政経験と技術力の豊富な人
材を有し、補助職員教育においても十分な指導・教育が行われ
ており、法令に則った的確な判断、申請者に対する的確な対
応・指導ができる。さらに、業務内容に関する機密保持及び漏
洩の防止の確実な実施について信頼に足る豊富な実績を有し
ている唯一の法人である。以上のことから、社団法人近畿建設
協会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5881 （社）近畿建設協会
平成１７年度不法占用適正化業
務（一式）

大槻英治　和歌山河川国道事務
所
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年12月14日 6,006,000

本業務を実施するには、直接不法占用者へ説明指導を行うこ
とから関係法令及び占用許可基準等に関する十分な知識を有
し、また、違反者に対しては、毅然とした対応及び適切かつ的
確な説明が必要である。さらに、行政処分とも関わるため、不
法占用者に関する情報を含め、業務の性格上機密保持及び漏
洩の防止が強く求められることとなる。近畿建設協会は、建設
事業に係る豊富な経験と習熟した技術により建設事業の円滑
な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目的に
設立された公益法人であり、建設事業の補完を図り、多岐にわ
たる事業を実施している。近畿地方整備局管内において、不法
占用適正化業務、道路環境整備事業について十分な実績を
持っており、不法占用適正化業務に係る関係法令に習熟して
いる。また、行政経験と技術力の豊富な人材を有し、補助職員
教育においても十分な指導・教育が行われており、法令に則っ
た的確な判断、申請者に対する的確な対応・指導ができる。さ
らに、業務内容に関する機密保持及び漏洩の防止の確実な実
施について信頼に足る豊富な実績を有している唯一の法人で
ある。以上のことから、社団法人近畿建設協会と随意契約を行
うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5882 （社）近畿建設協会
平成１７年度豊郷特殊車両指導
取締り業務
（一式）

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年5月19日 2,835,000

　（社）近畿建設協会は建設事業にかかる豊富な経験と習熟し
た技術により、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設行
政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人である。
　その事業内容は、建設事業普及のための広報活動・建設事
業施工の調査研究に関する事業・建設工事の改良及び発展を
図る事業・講演会、研究会その他催し物の開催・建設事業に関
する業務の受託等多岐に亘っており、近畿管内においては十
分な実績を持っている。
　本業務実施に当たり受注者は、道路法及び関係法令の規定
等を十分理解していることは勿論、諸規定等を十分熟知してい
ることが要求される。
　また、業務の性格から受注者には、業務に精通し経験豊富で
あることは勿論、守秘義務も強く要求される。さらに、違反者に
対しての対応は、重要事項である。（社）近畿建設協会は、多
年に亘り本業務を受注し、適正・適格に行われており、前述の
とおりこれらに十分な実績のある豊富な経験を有する技術者が
担当してきたところである。
　従って、当該業務を遂行するのに十分な能力を有するものは
（社）近畿建設協会以外にないため当協会と随意契約するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5883 （社）近畿建設協会
平成１７年度堅田維持出張所管
内道路占用適正化促進業務（一
式）

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年12月26日 3,255,000

  上記協会は建設事業に係る豊富な経験と熟練した技術により
建設行政の補完的役割を果たし、もって建設行政の発展に寄
与することを目的に設立された公益法人であり、建設行政経験
を持った熟練した技術者を多数有している。
　本業務は、道路法第３２条に基づき、直轄国道区域内におけ
る不法占用看板等の調査・指導を行い、適正化を図るものであ
るが、業務の性質上、法的措置や機密保持が求められる。
　上記協会は滋賀国道管内の現地状況に精通し高い法律知識
が求められる当該業務を的確にできる建設行政経験専門職を
有し、また、この業務は多年に亘り実施し、適正・適格に行われ
ている。
　以上のことから、他の業者では本業務の遂行は困難であり、
上記法人と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5884 （社）近畿建設協会
平成１７年度特殊車両指導取締
り業務
（一式）

東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年4月6日 4,515,000

　本業務は、道路管理業務の一環として、道路法及び車両制
限令に違反する車両の調査、指導、摘発処分に関する業務を
行うものであり関係法令及び許可基準等の知識を必要とするも
のである。
　また、指導取締りについては、警察当局との調整、連携及び
協力性並びに違反者に対しての対応及び指導性が問われる
等の特殊性を有している。
　更に、行政処分に関連する個人情報及び取締予定日を含む
機密の保持及び漏洩の防止が必要である。
　近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟した
技術により、建設行政の発展に寄与することを目的に設立され
た公益法人であり、設立趣旨に建設行政の補完的役割を掲げ
ており、道路管理業務について多くの実績を持ち、道路行政に
精通している。
　また、同協会は当事務所において過去から特殊車両指導取
締り等に関する業務を行うとともに、豊富な経験及び実績並び
に信頼性を有しているため、随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5885 （社）近畿建設協会
平成１７年度不法占用適正化促
進業務（一式）

東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年4月22日 22,995,000

   当業務は、①不法占用の改善を目的とするものであり、その
性格上業務の遂行には法令等諸規定に精通し、専門知識に裏
付けされた指導力及び説得力が必要である。　②過去の経緯
等を踏まえ、不法占用者により適切な説明・指導を行うという、
継続性と経験を必要とする。　③不法占用者に交付する指導書
の作成をはじめ、不法行為者の住所及び氏名等に関する調書
の作成・過去の不法行為の有無等プライバシーに関する事項
が含まれており、機密保持及び漏洩の防止を必要とする業務
である。
    近畿建設協会は、建設事業に関する豊富な経験と習熟した
技術により、国土交通行政の発展に寄与することを目的に設
立された公益法人であり、設立趣旨に国土交通行政の補完的
役割を掲げ、道路行政に精通している行政経験の豊富な者を
有していて、道路管理業務においても近畿管内で多岐にわたり
実績を持っている。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5886 （社）近畿建設協会
平成１７年度占用物件調査等業
務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年11月7日 6,090,000

 　本業務は、民地側から道路上に突き出して設置されている
物件（突出看板・日除け等）を調査・測定し、道路法の規定に基
づいて改善指導を行うことにより、不法占用物件の適正化を図
ることを目的とするものである。
　本業務の実施に当たっては、沿道住民に対して不法占用の
是正について理解と協力を求める必要があり、道路法等関係
法令に精通すると共に、道路管理業務をはじめとする道路行
政に関し幅広い知識と経験が必要不可欠である。
　 社団法人近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と
習熟した技術により建設行政の発展に寄与することを目的に
設立された公益法人である。
　 上記法人は､道路管理等に関する専門的知識や豊富な経験
はもとより、道路法等関係法令に精通した技術者が豊富で、当
事務所管内をはじめ近畿管内において充分な実績がある。
　 本業務の業務内容の特殊性（行政行為の補助）を鑑みた場
合、本業務を適切に遂行できるのは、上記法人以外にないこと
から、社団法人近畿建設協会と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5887 （社）近畿建設協会
平成１７年度特殊車両指導取締
業務
（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月1日 8,925,000

本業務は、道路法４７条の３の規定に基づき実施する「特殊車
両取締指導」を道路監理員の監督のもとに、受託者が実施す
るものである。特殊車両取締指導は、道路交通法と道路法に
基づいて、警察と協力しながら実施するものである。請負者
は、道路法や関係法令を熟知し、取締や指導を行わなければ
ならない。業務に従事する者は、関係法令を熟知したうえで、
違反車両かどうかをすばやく判断し、違反者を的確に指導する
必要がある。また、取締日時や違反者等のプライベートを知り
得ることができるため、業務上知り得た内容について、第三者
に漏らしてはならず、事故の雇用する職員に対しても守秘義務
の徹底を図らなければならない。（社）近畿建設協会は、建設
事業の経験とその技術を活用し、建設事業の円滑な遂行を行
うことを目的として設立された。その事業は、建設事業に関する
多種の内容に渡っているが、とりわけ道路管理については道路
法に精通した技術者も豊富で、近畿管内や当事務所管内にお
いても十分な実績を持っており、業務内容の特殊性を鑑みても
本業務を遂行できるのは上記法人をおいて他にない。また、機
密保持についても、設立の趣旨から十分信頼できるものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5888 （社）近畿建設協会
平成１７年度不法占用物件撤去
指導等業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月5日 19,215,000

本業務は、一般国道１号、２号、２５号、２６号、４３号、１６３号、
１６５号、１７１号、１７６号及び４８１号の大阪国道事務所管内
における占用許可になじまない不法占用物件の物件調査、撤
去指導、撤去立会を行うことによって、道路における交通の安
全確保、不法占用物件の正常化、環境の美化当、道路環境の
保全・改善を図るものである。本業務の実施に当たっては、沿
道住民に対して不法占用の是正について理解と協力を求める
ことから道路法等の関係法令に精通すると共に、道路管理業
務をはじめとする道路行政に関し幅広い知識と経験が求めら
れる。上記法人は、建設業務の経験とその技術を活用し、建設
事業の円滑な遂行を目的として設立された。その業務内容は、
建設事業に関し多岐にわたっているが、特に道路管理につい
ては、道路法及び管理業務に精通した技術者が豊富で、当事
務所管内をはじめ近畿管内において十分な実績を持っている。
行政行為の補助に係る業務内容の特殊性を鑑みた場合、本業
務を遂行できるのは、豊富な知識と経験を有する上記法人をお
いて他にない。従って、（社）近畿建設協会と随意契約するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5889 （社）近畿建設協会
平成１７年度兵庫国道管内特殊
車両指導取締り業務
（一式）

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年4月1日 8,190,000

  本業務は、当事務所が道路法（主に第４７条の３の規定）に基
づき、国道２号　一の谷計量所、国道４３号　西向島計量所及
び染殿計量所等において実施する「特殊車両指導取締り」を道
路監理員の監督のもとに、その業務を実施するものである。
　（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟
した技術により、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設
行政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であ
る。
　その事業内容は、建設事業普及のための広報活動・建設事
業施工の調査研究に関する事業・建設工事の改良及び発展を
図る事業・講演会、研究会その他催し物の開催・建設事業に関
する業務の受託等多岐に亘っており、近畿管内において十分
な実績を持っている。
　本業務実施に当たり受注者には、道路法及び関係法令の規
定等を十分理解していることは勿論、諸規定等を十分熟知して
いることが要求される。
　また、業務の性格から受託者には、業務に精通し経験が豊富
であることは勿論、守秘義務も強く要求される。さらに違反者に
対しての対応は、重要事項である。（社）建設協会は、２０年以
上も継続して本作業を受注しており、前述のとおりこれらに十
分な実績のある豊富な経験を有する技術者が担当してきたとこ
ろである。
　従って、当該事業に精通した業務担当者を有し、かつ営利を
目的としない公益法人である（社）近畿建設協会神戸支所と随
意契約することが適切である（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5890 （社）近畿建設協会
平成１７年度道路占用適正化促
進等業務（一式）

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年10月7日 20,370,000

　本業務は、一般国道２号尼崎市内において、突き出し看板等
不法占用物件の調査並びに台帳作成、撤去指導及び占用申
請に関する説明を行う。また、一般国道２号、４３号、１７１号の
市街地地区において不法に設置、放置されている物件の調査・
指導撤去撤去立会を行い道路管理の適正化をはかる。
　上記（社）近畿建設協会は、国土交通事業に係る経験と技術
を活用し、その事業の円滑な遂行を目的として昭和３８年に設
立された社団法人である。
  その業務内容は、多岐にわたるが特に道路管理業務につい
ては、その全般にわたり精通した技術と理論、豊富な経験によ
り近畿管内において十分な実績をもっている。
  本業務は、不法占用者に対する指導を含む行政行為の補助
という特殊性をもっている。　以上により、上記（社）近畿建設協
会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5891 （社）近畿建設協会
平成１７年度特殊車両指導取締
り業務
（一式）

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年6月21日 2,205,000

特殊車両取締りは、所轄警察署の協力を得ながら、次々と取
締り場所へ誘導される特殊車両の諸元を計測記録し、違反車
両に対しては警告書ならびに措置命令等の監督処分を行な
い、再び誘導・解放するものである。本業務は、道路監理員の
指揮のもと、これらの業務を補助的に実施するものである。
特に、運転手からの死角の多い特殊車両の車両計測は、危険
を伴う作業であり、限られた区域内で作業を迅速に処理するた
めには、道路法その他関係法令を熟知し、迅速な判断力が必
要である。
（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟し
た技術者により、建設行政の補完的役割を果たし、もって国土
交通行政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人
である。
これらの業務内容に精通し、実績のある人材を保有し、取締り
時に取り扱う各種情報保護においても、信頼をおけるのは（社）
近畿建設協会以外にはないので、当協会と随意契約をするも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5892 （社）近畿建設協会
平成１７年度不法占用物件適正
化業務（一式）

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年11月7日 1,617,000

本業務は、不法に占用されている物件の所有者に対して、道
路占用許可基準等についての説明指導を実施するものであ
る。本業務の実施にあたっては、不法占用物件の調査・確認を
行い、不法占用物件の管理者に対して、道路占用許可基準等
の適切な指導等を行わせるため、道路管理に必要な法律、許
可基準等を熟知するとともに、道路管理業務に精通しているこ
とが必要である。またこれらの業務は、行政行為の補助に係る
業務で、業務の性格から中立性、公平性が求められるものであ
る。社団法人近畿建設協会は、土木技術等に関する専門的知
識や豊富な経験はもとより、行政事業の補完的役割としての高
度な業務執行や中立性・公平性の確保という点で行政の補助
業務に従事する人員を適切に配置することができ、かつ指導・
監督していく体制を有する能力並びに実績がある。したがって、
本業務を遂行するために必要な条件を満たすことができるの
は、上記法人以外にないことから、社団法人近畿建設協会と随
意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5893 （社）近畿建設協会
平成１７年度不法占用適正化促
進業務（一式）

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年9月20日 1,575,000

　当業務は、①不法占用の改善を目的とするものであり、その
性格上、業務の遂行には法令等諸規定に精通していることが
望まれる。②過去の経緯等を踏まえ、個別に不法占用者への
適切な説明等を行うという、継続性と経験を要する業務であり、
専門知識に裏付けされた指導力及び説得力が必要である。③
不法占用者に交付する指導書の作成をはじめ、不法行為者の
住所及び氏名等に関する調書の作成・過去の不法行為の有無
等プライバシーに関する事項が含まれており、機密保持が必要
である。
　近畿建設協会は、建設行政の発展に寄与することを目的に
設立された公益法人であり、道路管理業務に精通し、関連法令
等にも熟知した経験豊富なものを有し、内部の指導教育も充実
している。
　従って、これらの知識・実績及び信頼性を有する業者は他に
なく、寄って社団法人近畿建設協会に随意契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5894 （社）近畿建設協会
平成１７年度特殊車両指導取締
り業務
（一式）

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年6月6日 1,050,000

本業務は、道路管理業務の一環として、道路法及び車両制限
令に違反する車両の調査、指導、摘発処分に関する業務であ
り関係法令及び許可基準等の知識を必要とするものである。な
お、指導取締りにあたっては、警察当局との調整、連携、協力
性を有し、また違反者に対しての的確な対応及び指導性が問
われる特殊性を有している。又、行政処分とも関わるため、個
人情報や取締予定日を含む機密の保持及び漏洩の防止が必
要とされる。（社）近畿建設協会は国土交通行政にかかる豊富
な経験を習熟した技術により国土交通行政の補完的役割を果
たし、国土交通行政発展のための活動は多岐にわたり近畿管
内において十分な実績をもっている。又、道路管理業務にも精
通し関係法令等にも熟知した経験豊かな者を有しており、的確
な判断のもとで指導、教育が行われている。したがって、これら
の知識、実績、信頼性は本業務の遂行上非常に有効かつ不可
欠なものであり、よって本業務の実施については、（社）近畿建
設協会において他にはないため随意契約を行うのである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5895 （社）近畿建設協会
平成１７年度特殊車両取締業務
（一式）

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年4月1日 5,617,500

本業務は、特殊車両の許認可はもとより、道路法、関係諸規
定、その他道路管理全般に精通し、違反車両運転手に対し、的
確な説明、対応等行う必要がある。また、取締の日程、違反の
事実等各種情報を扱うため機密保持も重要である。社団法人
近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験と熟練した技術
により、建設行政の発展に寄与することを目的として設立され、
本業務を行ううえで必要となる知識を持ち、かつ、機密保持の
重要性を十分理解した道路管理経験の豊富な職員を多数有し
ている。以上のことから、本業務を的確かつ円滑に遂行でき、
かつ営利を目的としない公益法人である社団法人　近畿建設
協会と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5896 （社）近畿建設協会
平成１７年度奈良国道管内道路
占用適正化促進業務（一式）

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年4月1日 8,925,000

本業務は、看板、日除けなどの不法占用物件を調査・確認し、
不法に道路敷地を占用している所有者への是正指導を行うも
のであるが、これらの業務に従事する者は、十分な法律等の知
識が必要であり、各種情報を扱うため機密保持が求められる。
社団法人　近畿建設協会は、建設行政の発展に寄与すること
を目的に設立され、本業務を行う上で必要な知識を有し、不法
占用の状況を熟知し、かつ機密保持の重要性を十分理解した
経験の豊富な職員を多数有している。以上のことから、本業務
を的確かつ円滑に遂行でき、かつ営利を目的としない公益法
人である社団法人　近畿建設協会と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5897 （社）近畿建設協会
平成１７年度特殊車両指導取締
り委託業務
（一式）

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年4月1日 2,887,500

   特殊車両指導取締りは、道路管理業務の一端として道路法
及び車両制限令に違反する車両の調査、指導、摘発処分に関
する業務である。   本業務の実施にあたっては、道路管理業務
に熟達及び法令等規則に精通していること、指導取締りにあた
り機密の保持を必要とし、また違反者に対しての対応及び指導
の能力が必要である。 （社）近畿建設協会は、建設事業に係る
豊富な経験と習熟した 技術により建設行政の補充的役割を果
たすことを目的に設立さ れた公益法人である。また、道路管理
業務を補完し、中立性、 公平性を保ち、かつ的確に実施するた
めには、機密が保持され 信頼性と実績のある（社）近畿建設協
会しかなく随意契約する ものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5898 （社）近畿建設協会
平成１７年度不法占用適正化業
務（一式）

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年11月29日 6,300,000

　　本業務は、道路管理業務の一環として、道路敷地内に設置
されてい　る看板、日除け等の不法占用物件の是正指導を行う
ことを目的として　おり、直接不法占用者に指導することから、
道路法あるいは許可基準　などの法令に熟知し、適切な指導
することが必要である。　　また、行政処分ともかかわるため、
機密の保持及び漏洩の防止が必　須である。　　近畿建設協
会は、「国土行政の円滑な推進に資し、もって国土開発　の発
展に寄与すること」を目的に設立された公益法人であり、これま
で道路管理の補助的役割を果たし、近畿管内でも十分な実績
を持って　いる。　　また、道路管理業務に精通し、法令に習熟
した者を有しており、的　確な判断で指導することが可能であ
る。　　以上のことから、本業務に必要な要件を満たし確実に業
務を実施で　きる社団法人近畿建設協会と随意契約をする。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5899 （社）近畿建設協会
平成17年度針江地区湖岸修復
試験工事積算補助業務

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年11月25日 2,100,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5900 （社）近畿建設協会
大戸川ダム工事事務所積算補
助業務

脇坂安彦　大戸川ダム工事事務
所　大津市大萱１－１９－３２

平成17年7月1日 24,255,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5901 （社）近畿建設協会
平成１７年度滋賀国道事務所積
算補助業務委託

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年5月27日 38,115,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5902 （社）近畿建設協会
平成１７年度福知山河川国道事
務所「工務第二課」積算補助業
務

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年7月13日 2,100,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5903 （社）近畿建設協会
平成１７年度福知山河川国道事
務所工務第一課積算補助業務

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年6月1日 3,885,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5904 （社）近畿建設協会
平成１７年度福知山河川国道事
務所「工事課」積算補助業務

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年10月26日 4,305,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5905 （社）近畿建設協会
平成１７年度福知山河川国道事
務所工務第二課設計係積算補
助業務

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年11月11日 4,725,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5906 （社）近畿建設協会
平成１７年度工務課積算補助業
務

東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年6月13日 15,225,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5907 （社）近畿建設協会
平成１７年度京都国道管内管理
関係工事積算補助業務

東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年6月29日 21,147,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5908 （社）近畿建設協会
平成１７年度淀川河川事務所工
事積算補助業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年4月28日 47,775,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5909 （社）近畿建設協会 平成１７年度大和川河川事務所
工務第二課積算補助業務

元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成17年11月30日 9,765,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5910 （社）近畿建設協会
平成１７年度河川環境課積算補
助業務

元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成18年1月16日 1,260,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5911 （社）近畿建設協会
平成１７年度河川環境整備事業
積算補助業務

元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成18年2月10日 2,205,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5912 （社）近畿建設協会
平成１７年度高規格堤防積算補
助業務

元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成18年1月11日 4,620,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5913 （社）近畿建設協会
平成１７年度管理第二課積算補
助業務

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月26日 20,760,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5914 （社）近畿建設協会
平成１７年度浪速国道管内積算
補助業務

前田陽一　浪速国道事務所　枚
方市南中振３－２－３

平成17年8月11日 34,650,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5915 （社）近畿建設協会
平成１７年度豊岡河川国道事務
所積算補助業務

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年6月9日 14,542,500

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5916 （社）近畿建設協会
平成１７年度後期豊岡河川国道
事務所積算補助業務

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成18年1月31日 15,435,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5917 （社）近畿建設協会
平成１７年度姫路河川国道事務
所管内積算補助業務

井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年5月25日 21,294,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5918 （社）近畿建設協会
平成１７年度兵庫国道工務課積
算補助業務委託

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年5月20日 62,706,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5919 （社）近畿建設協会
平成１７年度阪神国道事務所積
算補助業務

田口　定一　阪神国道事務所
兵庫県芦屋市川西町１４－１

平成17年12月28日 7,035,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5920 （社）近畿建設協会
平成１７年度奈良国道事務所管
内積算補助業務

奈良国道事務所長　山田哲也
奈良市大宮町３－５－１１

平成17年7月14日 3,000,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5921 （社）近畿建設協会
平成１７年度道路管理第二課積
算補助業務

大槻英治　和歌山河川国道事務
所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月18日 38,115,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5922 （社）近畿建設協会
平成１７年度工務第二課積算補
助業務

大槻英治　和歌山河川国道事務
所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月22日 67,095,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5923 （社）近畿建設協会
平成１７年度河川管理課積算補
助業務

大槻英治　和歌山河川国道事務
所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年7月8日 6,247,500

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5924 （社）近畿建設協会
平成１７年度紀南河川国道事務
所積算補助業務

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年4月19日 34,440,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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5925 （社）近畿建設協会
平成１７年度紀南河川国道事務
所調査課積算補助業務

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年9月16日 4,935,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5926 （社）近畿建設協会
平成１７年度福井河川国道事務
所道路関係積算補助業務

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年4月21日 65,730,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5927 （社）近畿建設協会
平成１７年度福井河川国道事務
所河川関係積算補助業務

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年4月19日 18,217,500

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5928 （社）近畿建設協会
平成１７年度足羽川ダム工事事
務所積算補助業務

岡積敏雄　足羽川ダム工事事務
所
福井市成和１丁目２１１１

平成17年6月30日 11,445,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量
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5929 （社）近畿建設協会
平成１７年度工務第一課積算補
助業務

谷　﨑　保　木津川上流河川事
務所　三重県名張市木屋町８１
２－１

平成18年1月11日 1,260,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5930 （社）近畿建設協会
平成１７年度淀川ダム統合管理
事務所土木営繕積算補助業務

上下　芳夫　淀川ダム統合管理
事務所　大阪府枚方市山田池北
町１０－１

平成17年6月20日 1,575,000

　当業務は、会計法令上事前公表が禁止されている予定価格
の作成を補助する業務であり、仮に予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5931 （社）近畿建設協会
平成17年度事務所管内設計資
料点検業務

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成18年3月1日 5,985,000

　本業務は、工事発注に必要となる設計書・図面の作成のため
に設計成果の点検を発注者の立場から実施する必要があり、
特定の企業と関係しない公平・中立な立場が必要となる。ま
た、設計成果を設計と工事の両面から点検するもので、設計の
みならず工事の施工などにも精通した専門的な知識と豊富な
経験が必要である。近畿建設協会は、近畿地方整備局が直接
指導監督できる公益法人であり、公平・中立性を確保してい
る。また、設計や施工に関する専門的な知識と経験が豊富な
技術者を有している。したがって、業務の遂行に必要となる条
件を満たす唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5932 （社）近畿建設協会
平成１７年度滋賀国道管内設計
資料点検業務

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年12月22日 45,675,000

　本業務は、工事発注に必要となる設計書・図面の作成のため
に設計成果の点検を発注者の立場から実施する必要があり、
特定の企業と関係しない公平・中立な立場が必要となる。ま
た、設計成果を設計と工事の両面から点検するもので、設計の
みならず工事の施工などにも精通した専門的な知識と豊富な
経験が必要である。近畿建設協会は、近畿地方整備局が直接
指導監督できる公益法人であり、公平・中立性を確保してい
る。また、設計や施工に関する専門的な知識と経験が豊富な
技術者を有している。したがって、業務の遂行に必要となる条
件を満たす唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5933 （社）近畿建設協会
平成１７年度京都国道管内道路
設計点検業務

丹羽克彦　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年8月24日 9,765,000

　本業務は、工事発注に必要となる設計書・図面の作成のため
に設計成果の点検を発注者の立場から実施する必要があり、
特定の企業と関係しない公平・中立な立場が必要となる。ま
た、設計成果を設計と工事の両面から点検するもので、設計の
みならず工事の施工などにも精通した専門的な知識と豊富な
経験が必要である。近畿建設協会は、近畿地方整備局が直接
指導監督できる公益法人であり、公平・中立性を確保してい
る。また、設計や施工に関する専門的な知識と経験が豊富な
技術者を有している。したがって、業務の遂行に必要となる条
件を満たす唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5934 （社）近畿建設協会
平成１７年度工事設計資料照査
業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年10月17日 4,252,500

　本業務は、工事発注に必要となる設計書・図面の作成のため
に設計成果の点検を発注者の立場から実施する必要があり、
特定の企業と関係しない公平・中立な立場が必要となる。ま
た、設計成果を設計と工事の両面から点検するもので、設計の
みならず工事の施工などにも精通した専門的な知識と豊富な
経験が必要である。近畿建設協会は、近畿地方整備局が直接
指導監督できる公益法人であり、公平・中立性を確保してい
る。また、設計や施工に関する専門的な知識と経験が豊富な
技術者を有している。したがって、業務の遂行に必要となる条
件を満たす唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5935 （社）近畿建設協会
平成１７年度工務第二課設計資
料点検業務

元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成17年12月1日 5,512,500

　本業務は、工事発注に必要となる設計書・図面の作成のため
に設計成果の点検を発注者の立場から実施する必要があり、
特定の企業と関係しない公平・中立な立場が必要となる。ま
た、設計成果を設計と工事の両面から点検するもので、設計の
みならず工事の施工などにも精通した専門的な知識と豊富な
経験が必要である。近畿建設協会は、近畿地方整備局が直接
指導監督できる公益法人であり、公平・中立性を確保してい
る。また、設計や施工に関する専門的な知識と経験が豊富な
技術者を有している。したがって、業務の遂行に必要となる条
件を満たす唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5936 （社）近畿建設協会 平成１７年度設計資料点検業務
村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成18年1月12日 4,725,000

　本業務は、工事発注に必要となる設計書・図面の作成のため
に設計成果の点検を発注者の立場から実施する必要があり、
特定の企業と関係しない公平・中立な立場が必要となる。ま
た、設計成果を設計と工事の両面から点検するもので、設計の
みならず工事の施工などにも精通した専門的な知識と豊富な
経験が必要である。近畿建設協会は、近畿地方整備局が直接
指導監督できる公益法人であり、公平・中立性を確保してい
る。また、設計や施工に関する専門的な知識と経験が豊富な
技術者を有している。したがって、業務の遂行に必要となる条
件を満たす唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5937 （社）近畿建設協会
平成１７年度浪速国道管内設計
資料点検補助業務

前田陽一　浪速国道事務所　枚
方市南中振３－２－３

平成18年2月1日 19,845,000

　本業務は、工事発注に必要となる設計書・図面の作成のため
に設計成果の点検を発注者の立場から実施する必要があり、
特定の企業と関係しない公平・中立な立場が必要となる。ま
た、設計成果を設計と工事の両面から点検するもので、設計の
みならず工事の施工などにも精通した専門的な知識と豊富な
経験が必要である。近畿建設協会は、近畿地方整備局が直接
指導監督できる公益法人であり、公平・中立性を確保してい
る。また、設計や施工に関する専門的な知識と経験が豊富な
技術者を有している。したがって、業務の遂行に必要となる条
件を満たす唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5938 （社）近畿建設協会
平成１７年度設計積算資料及び
現場点検補助業務

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年12月21日 24,885,000

　本業務は、工事発注に必要となる設計書・図面の作成のため
に設計成果の点検を発注者の立場から実施する必要があり、
特定の企業と関係しない公平・中立な立場が必要となる。ま
た、設計成果を設計と工事の両面から点検するもので、設計の
みならず工事の施工などにも精通した専門的な知識と豊富な
経験が必要である。近畿建設協会は、近畿地方整備局が直接
指導監督できる公益法人であり、公平・中立性を確保してい
る。また、設計や施工に関する専門的な知識と経験が豊富な
技術者を有している。したがって、業務の遂行に必要となる条
件を満たす唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5939 （社）近畿建設協会
平成１７年度姫路河川国道事務
所管内設計資料点検業務

井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年10月26日 17,745,000

　本業務は、工事発注に必要となる設計書・図面の作成のため
に設計成果の点検を発注者の立場から実施する必要があり、
特定の企業と関係しない公平・中立な立場が必要となる。ま
た、設計成果を設計と工事の両面から点検するもので、設計の
みならず工事の施工などにも精通した専門的な知識と豊富な
経験が必要である。近畿建設協会は、近畿地方整備局が直接
指導監督できる公益法人であり、公平・中立性を確保してい
る。また、設計や施工に関する専門的な知識と経験が豊富な
技術者を有している。したがって、業務の遂行に必要となる条
件を満たす唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5940 （社）近畿建設協会 平成１７年度設計照査業務
新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年6月20日 6,825,000

　本業務は、工事発注に必要となる設計書・図面の作成のため
に設計成果の点検を発注者の立場から実施する必要があり、
特定の企業と関係しない公平・中立な立場が必要となる。ま
た、設計成果を設計と工事の両面から点検するもので、設計の
みならず工事の施工などにも精通した専門的な知識と豊富な
経験が必要である。近畿建設協会は、近畿地方整備局が直接
指導監督できる公益法人であり、公平・中立性を確保してい
る。また、設計や施工に関する専門的な知識と経験が豊富な
技術者を有している。したがって、業務の遂行に必要となる条
件を満たす唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5941 （社）近畿建設協会
平成１７年度阪神国道事務所管
内設計資料点検業務

林　正一　阪神国道事務所
兵庫県芦屋市川西町１４－１

平成17年6月28日 8,190,000

　本業務は、工事発注に必要となる設計書・図面の作成のため
に設計成果の点検を発注者の立場から実施する必要があり、
特定の企業と関係しない公平・中立な立場が必要となる。ま
た、設計成果を設計と工事の両面から点検するもので、設計の
みならず工事の施工などにも精通した専門的な知識と豊富な
経験が必要である。近畿建設協会は、近畿地方整備局が直接
指導監督できる公益法人であり、公平・中立性を確保してい
る。また、設計や施工に関する専門的な知識と経験が豊富な
技術者を有している。したがって、業務の遂行に必要となる条
件を満たす唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5942 （社）近畿建設協会
平成１７年度設計資料等点検補
助業務

大槻英治　和歌山河川国道事務
所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年5月26日 18,900,000

　本業務は、工事発注に必要となる設計書・図面の作成のため
に設計成果の点検を発注者の立場から実施する必要があり、
特定の企業と関係しない公平・中立な立場が必要となる。ま
た、設計成果を設計と工事の両面から点検するもので、設計の
みならず工事の施工などにも精通した専門的な知識と豊富な
経験が必要である。近畿建設協会は、近畿地方整備局が直接
指導監督できる公益法人であり、公平・中立性を確保してい
る。また、設計や施工に関する専門的な知識と経験が豊富な
技術者を有している。したがって、業務の遂行に必要となる条
件を満たす唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5943 （社）近畿建設協会
平成１７年度積算資料照査他業
務

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年11月18日 6,510,000

　本業務は、工事発注に必要となる設計書・図面の作成のため
に設計成果の点検を発注者の立場から実施する必要があり、
特定の企業と関係しない公平・中立な立場が必要となる。ま
た、設計成果を設計と工事の両面から点検するもので、設計の
みならず工事の施工などにも精通した専門的な知識と豊富な
経験が必要である。近畿建設協会は、近畿地方整備局が直接
指導監督できる公益法人であり、公平・中立性を確保してい
る。また、設計や施工に関する専門的な知識と経験が豊富な
技術者を有している。したがって、業務の遂行に必要となる条
件を満たす唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5944 （社）近畿建設協会
平成１７年度道路関係設計資料
点検業務

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年4月26日 8,925,000

　本業務は、工事発注に必要となる設計書・図面の作成のため
に設計成果の点検を発注者の立場から実施する必要があり、
特定の企業と関係しない公平・中立な立場が必要となる。ま
た、設計成果を設計と工事の両面から点検するもので、設計の
みならず工事の施工などにも精通した専門的な知識と豊富な
経験が必要である。近畿建設協会は、近畿地方整備局が直接
指導監督できる公益法人であり、公平・中立性を確保してい
る。また、設計や施工に関する専門的な知識と経験が豊富な
技術者を有している。したがって、業務の遂行に必要となる条
件を満たす唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5945 （社）近畿建設協会
平成１７年度設計資料点検補助
業務

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成18年3月3日 3,570,000

　本業務は、工事発注に必要となる設計書・図面の作成のため
に設計成果の点検を発注者の立場から実施する必要があり、
特定の企業と関係しない公平・中立な立場が必要となる。ま
た、設計成果を設計と工事の両面から点検するもので、設計の
みならず工事の施工などにも精通した専門的な知識と豊富な
経験が必要である。近畿建設協会は、近畿地方整備局が直接
指導監督できる公益法人であり、公平・中立性を確保してい
る。また、設計や施工に関する専門的な知識と経験が豊富な
技術者を有している。したがって、業務の遂行に必要となる条
件を満たす唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5946 （社）近畿建設協会
平成１７年度設計資料点検その
他業務

谷　﨑　保　木津川上流河川事
務所　三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年12月1日 3,885,000

　本業務は、工事発注に必要となる設計書・図面の作成のため
に設計成果の点検を発注者の立場から実施する必要があり、
特定の企業と関係しない公平・中立な立場が必要となる。ま
た、設計成果を設計と工事の両面から点検するもので、設計の
みならず工事の施工などにも精通した専門的な知識と豊富な
経験が必要である。近畿建設協会は、近畿地方整備局が直接
指導監督できる公益法人であり、公平・中立性を確保してい
る。また、設計や施工に関する専門的な知識と経験が豊富な
技術者を有している。したがって、業務の遂行に必要となる条
件を満たす唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5947 （社）近畿建設協会 平成１７年度設計資料点検補助業
松本　勝正　国営明石海峡公園
事務所　神戸市中央区磯上通4
－1－6

平成17年11月21日 1,365,000

　本業務は、工事発注に必要となる設計書・図面の作成のため
に設計成果の点検を発注者の立場から実施する必要があり、
特定の企業と関係しない公平・中立な立場が必要となる。ま
た、設計成果を設計と工事の両面から点検するもので、設計の
みならず工事の施工などにも精通した専門的な知識と豊富な
経験が必要である。近畿建設協会は、近畿地方整備局が直接
指導監督できる公益法人であり、公平・中立性を確保してい
る。また、設計や施工に関する専門的な知識と経験が豊富な
技術者を有している。したがって、業務の遂行に必要となる条
件を満たす唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5948 （社）近畿建設協会 平成１７年度技術審査補助業務
藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 7,455,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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5949 （社）近畿建設協会
平成１７年度滋賀国道事務所入
札契約他補助業務

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年4月5日 10,710,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5950 （社）近畿建設協会
平成１７年度福知山河川国道事
務所工事技術資料等整理業務

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年4月8日 15,063,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5951 （社）近畿建設協会
平成１７年度福知山河川国道事
務所技術評価支援業務

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年6月16日 8,242,500

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5952 （社）近畿建設協会
平成１７年度技術関係資料等整
理補助業務

東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年4月1日 3,465,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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5953 （社）近畿建設協会
平成１７年度京都国道技術資料
作成等補助業務

東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年4月1日 19,845,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5954 （社）近畿建設協会
平成１７年度工事技術資料整理
業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年8月17日 6,825,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5955 （社）近畿建設協会
平成１７年度猪名川技術管理補
助業務

松尾和巳　猪名川河川事務所
池田市上池田２－２－３９

平成17年5月2日 12,337,500

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5956 （社）近畿建設協会
平成１７年度猪名川総合開発技
術管理補助業務

小畑　直樹　猪名川総合開発工
事事務所
箕面市牧落１－１９－３０

平成17年4月1日 6,457,500

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）
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5957 （社）近畿建設協会
平成１７年度大阪国道事務所入
札契約他補助業務

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年5月16日 29,400,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5958 （社）近畿建設協会 浪速国道入札契約他補助業務
前田陽一　浪速国道事務所　枚
方市南中振３－２－３

平成17年5月30日 7,560,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5959 （社）近畿建設協会
平成１７年度工事技術資料整理
業務

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年6月3日 14,122,500

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5960 （社）近畿建設協会
平成１７年度豊岡河川国道事務
所技術管理等補助業務

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年4月1日 21,021,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5961 （社）近畿建設協会
平成１７年度工事技術資料整理
業務

井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年4月27日 6,300,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5962 （社）近畿建設協会
平成17年度工事技術資料整理
他業務

吉川　知弘
兵庫県神戸市東灘区住吉東町
３－１３－２２

平成17年4月22日 7,140,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5963 （社）近畿建設協会
六甲砂防調査課技術資料整理
業務

吉川　知弘
兵庫県神戸市東灘区住吉東町
３－１３－２８

平成17年12月21日 22,995,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5964 （社）近畿建設協会
平成１７年度工事技術資料整理
業務

林　正一　阪神国道事務所
兵庫県芦屋市川西町１４－１

平成17年4月15日 3,360,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5965 （社）近畿建設協会
平成１７年度奈良国道管内入札
契約等補助業務

奈良国道事務所長　山田哲也
奈良市大宮町３－５－１１

平成17年5月26日 21,840,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5966 （社）近畿建設協会
平成１７年度技術審査資料作成
業務

大槻英治　和歌山河川国道事務
所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月21日 21,000,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5967 （社）近畿建設協会
平成１７年度工事技術資料整理
業務

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年5月10日 4,126,500

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5968 （社）近畿建設協会
福井河川国道事務所技術資料
等整理業務

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年4月11日 16,275,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5969 （社）近畿建設協会
平成１７年度足羽川ダム工事事
務所技術資料整理業務

岡積敏雄　足羽川ダム工事事務
所
福井市成和１丁目２１１１

平成17年5月17日 2,761,500

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5970 （社）近畿建設協会
平成１７年度工事技術資料整理
業務（一式）

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年4月27日 12,285,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5971 （社）近畿建設協会
平成１７年度有資格業者資料整
理業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年7月12日 1,995,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5972 （社）近畿建設協会 平成１７年度情報分析支援業務
福岡彰三　近畿幹線調査事務所
大阪市福島区野田５－１７－２２

平成17年6月16日 2,310,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5973 （社）近畿建設協会 電子入札補助その他業務
山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年4月1日 3,517,500

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5974 （社）近畿建設協会
平成１７年度足羽川ダム工事事
務所技術資料整理業務

岡積敏雄　足羽川ダム工事事務
所
福井市成和１丁目２１１１

平成17年5月17日 2,761,500

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5975 （社）近畿建設協会
平成１７年度証拠書編纂・技術
資料受付等業務

井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年4月1日 6,604,500

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5976 （社）近畿建設協会
平成１７年度入札契約事務補助
業務

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年4月28日 3,255,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5977 （社）近畿建設協会 競争参加資格審査補助等業務
藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 10,269,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5978 （社）近畿建設協会
近畿地方整備局総合評価支援
業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年1月20日 3,570,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5979 （社）近畿建設協会 建設業許可等申請書類審査補助
藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 44,835,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5980 （社）近畿建設協会
平成１７年度奈良国道管内検査
事務補助業務

奈良国道事務所長　山田哲也
奈良市大宮町３－５－１１

平成17年4月1日 3,412,500

　当業務は、工事検査に必要な資料のとりまとめを行うもので、
業務を取り扱う情報の管理には厳格な守秘が求められる。この
ため国土交通省の職員が行うべき業務であるが、国土交通省
の監督権の下に中立的及び公平的な立場でかつ機密の保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5981 （社）近畿建設協会
紀南河川国道事務所検査等書
類作成補助業務

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年4月1日 3,570,000

　当業務は、工事検査に必要な資料のとりまとめを行うもので、
業務を取り扱う情報の管理には厳格な守秘が求められる。この
ため国土交通省の職員が行うべき業務であるが、国土交通省
の監督権の下に中立的及び公平的な立場でかつ機密の保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5982 （社）近畿建設協会
平成１７年度道路管理関係事故
事例検討他資料作成業務(一式)

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年6月15日 8,347,500

当業務は、工事発注に必要となる資料のとりまとめ等を行うも
ので、業務を通じて取り扱う情報の管理には厳格な守秘が必
要となる。このため国土交通省の職員が実施すべき業務であ
るが、国土交通省の監督権の下、公平及び中立的な立場でか
つ高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる
必要がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5983 （社）近畿建設協会 平成１７年度道路技術審査資料整
藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 7,770,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審
査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害さ
れ、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義
務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務であ
る。この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立
場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度
な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要が
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5984 （社）近畿建設協会
平成１７年度積算資料照査他業
務（一式）

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年5月18日 21,420,000

　本業務は、工事発注に必要となる設計書・図面の作成のため
に設計成果の点検を発注者の立場から実施する必要があり、
特定の企業と関係しない公平・中立な立場が必要となる。ま
た、設計成果を設計と工事の両面から点検するもので、設計の
みならず工事の施工などにも精通した専門的な知識と豊富な
経験が必要である。近畿建設協会は、近畿地方整備局が直接
指導監督できる公益法人であり、公平・中立性を確保してい
る。また、設計や施工に関する専門的な知識と経験が豊富な
技術者を有している。したがって、業務の遂行に必要となる条
件を満たす唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5985 （社）近畿建設協会
平成１７年度土木工事標準積算
基準書等作成業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年7月22日 5,460,000

当業務は、工事発注に必要となる資料のとりまとめ等を行うも
ので、業務を通じて取り扱う情報の管理には厳格な守秘が必
要となる。このため国土交通省の職員が実施すべき業務であ
るが、国土交通省の監督権の下、公平及び中立的な立場でか
つ高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる
必要がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5986 （社）近畿建設協会
平成１７年度共同溝・電線共同
溝関係資料整理作成業務(一式)

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月27日 11,077,500

当業務は、工事発注に必要となる資料のとりまとめ等を行うも
ので、業務を通じて取り扱う情報の管理には厳格な守秘が必
要となる。このため国土交通省の職員が実施すべき業務であ
るが、国土交通省の監督権の下、公平及び中立的な立場でか
つ高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる
必要がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5987 （社）近畿建設協会
平成１７年度共同溝計画検討他
資料整理作成業務(一式)

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年8月10日 11,970,000

当業務は、工事発注に必要となる資料のとりまとめ等を行うも
ので、業務を通じて取り扱う情報の管理には厳格な守秘が必
要となる。このため国土交通省の職員が実施すべき業務であ
るが、国土交通省の監督権の下、公平及び中立的な立場でか
つ高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる
必要がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5988 （社）近畿建設協会
予算データ管理等補助業務（一
式）

前田陽一　浪速国道事務所　枚
方市南中振３－２－３

平成17年4月1日 3,255,000

当業務は、工事発注に必要となる資料のとりまとめ等を行うも
ので、業務を通じて取り扱う情報の管理には厳格な守秘が必
要となる。このため国土交通省の職員が実施すべき業務であ
るが、国土交通省の監督権の下、公平及び中立的な立場でか
つ高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる
必要がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5989 （社）近畿建設協会
平成１７年度交通安全対策事業
調査資料作成業務
（一式）

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年6月23日 11,550,000

当業務は、工事発注に必要となる資料のとりまとめ等を行うも
ので、業務を通じて取り扱う情報の管理には厳格な守秘が必
要となる。このため国土交通省の職員が実施すべき業務であ
るが、国土交通省の監督権の下、公平及び中立的な立場でか
つ高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる
必要がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5990 （社）近畿建設協会
平成１７年度情報提供コーナー
運営業務（一式）

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年4月1日 3,937,500

当業務は、工事発注に必要となる資料のとりまとめ等を行うも
ので、業務を通じて取り扱う情報の管理には厳格な守秘が必
要となる。このため国土交通省の職員が実施すべき業務であ
るが、国土交通省の監督権の下、公平及び中立的な立場でか
つ高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる
必要がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5991 （社）近畿建設協会
平成１７年度工事成績分析その
他業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年6月14日 23,100,000

　当業務は、工事発注に行う積算に必要となる資料のとりまと
めを行う業務であり、業務を通じて取り扱われる情報の管理に
は厳格な守秘が必要となる。このため国土交通省の職員が実
施すべき業務であるが、国土交通省の監督権の下において高
度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5992 （社）近畿建設協会
平成１７年度建設発生土受入調
整業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年4月1日 60,532,500

当業務は、工事発注に必要となる資料のとりまとめ等を行うも
ので、業務を通じて取り扱う情報の管理には厳格な守秘が必
要となる。このため国土交通省の職員が実施すべき業務であ
るが、国土交通省の監督権の下、公平及び中立的な立場でか
つ高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる
必要がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5993 （社）近畿建設協会
平成１７年度低入札コスト調査と
りまとめ業務

井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年4月17日 5,019,000

　本業務は、土木工事等における低入札価格調査対象工事に
おいて、ヒアリング調査結果をとりまとめる業務を行うものであ
る。
 （社）近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験と習塾した
技術により、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設行政
の発展に寄与することを目的に設立された公益法人である。そ
の事業内容は、建設事業普及のための広報活動、建設事業施
工の調査研究に関する事業、建設事業に関する業務の受託
等、多岐に亘っており、近畿管内において十分な実績を持って
いる。
本業務は、ヒアリングにおいてその内容や調査結果のとりまと
めであり、実施にあたっては、機密保持には十分留意する事が
強く要求されるほか、工事及び積算体系に関する技術的知識
が必要である。（社）近畿建設協会は、資料の適正な保管と工
事及び積算体系に関する知識を有している唯一の公益法人で
あり、上記法人以外に上記業務ができるものは他にはない。
従って、本業務の実施に当たっては（社）近畿建設協会と随意
契約するものである。(会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5994 （社）近畿建設協会
平成１７年度積算実績検討その
他業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年11月29日 42,525,000

　当業務は、工事発注に行う積算に必要となる資料のとりまと
めを行う業務であり、業務を通じて取り扱われる情報の管理に
は厳格な守秘が必要となる。このため国土交通省の職員が実
施すべき業務であるが、国土交通省の監督権の下において高
度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5995 （社）近畿建設協会 電子入札関係等業務
安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年4月1日 7,087,500

当業務は、工事発注に必要となる資料のとりまとめ等を行うも
ので、業務を通じて取り扱う情報の管理には厳格な守秘が必
要となる。このため国土交通省の職員が実施すべき業務であ
るが、国土交通省の監督権の下、公平及び中立的な立場でか
つ高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる
必要がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5996 （社）近畿建設協会
新宮監督官詰所監督書類作成
補助業務

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年4月1日 4,042,500

当業務は、工事発注に必要となる資料のとりまとめ等を行うも
ので、業務を通じて取り扱う情報の管理には厳格な守秘が必
要となる。このため国土交通省の職員が実施すべき業務であ
るが、国土交通省の監督権の下、公平及び中立的な立場でか
つ高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる
必要がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

5997 （社）近畿建設協会
調査第二課関係書類整理等業
務

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年4月1日 3,780,000

当業務は、工事発注に必要となる資料のとりまとめ等を行うも
ので、業務を通じて取り扱う情報の管理には厳格な守秘が必
要となる。このため国土交通省の職員が実施すべき業務であ
るが、国土交通省の監督権の下、公平及び中立的な立場でか
つ高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる
必要がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5998 （社）近畿建設協会 電気通信関係書類整理等業務
安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年4月1日 3,675,000

当業務は、工事発注に必要となる資料のとりまとめ等を行うも
ので、業務を通じて取り扱う情報の管理には厳格な守秘が必
要となる。このため国土交通省の職員が実施すべき業務であ
るが、国土交通省の監督権の下、公平及び中立的な立場でか
つ高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる
必要がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

5999 （社）近畿建設協会
平成１７年度調査課資料整理等
業務

谷　﨑　保　木津川上流河川事
務所　三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 3,675,000

当業務は、工事発注に必要となる資料のとりまとめ等を行うも
ので、業務を通じて取り扱う情報の管理には厳格な守秘が必
要となる。このため国土交通省の職員が実施すべき業務であ
るが、国土交通省の監督権の下、公平及び中立的な立場でか
つ高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる
必要がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6000 （社）近畿建設協会
平成１７年度工事費概算単価作
成業務（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年6月27日 2,625,000

　当業務は、工事発注に行う積算に必要となる資料のとりまと
めを行う業務であり、業務を通じて取り扱われる情報の管理に
は厳格な守秘が必要となる。このため国土交通省の職員が実
施すべき業務であるが、国土交通省の監督権の下において高
度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要
がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6001 （社）近畿建設協会
平成１７年度設計業務点検資料
解析業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年6月24日 1,680,000

　本業務は、工事発注に必要となる設計書・図面の作成のため
に設計成果の点検を発注者の立場から実施する必要があり、
特定の企業と関係しない公平・中立な立場が必要となる。ま
た、設計成果を設計と工事の両面から点検するもので、設計の
みならず工事の施工などにも精通した専門的な知識と豊富な
経験が必要である。近畿建設協会は、近畿地方整備局が直接
指導監督できる公益法人であり、公平・中立性を確保してい
る。また、設計や施工に関する専門的な知識と経験が豊富な
技術者を有している。したがって、業務の遂行に必要となる条
件を満たす唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6002 （社）近畿建設協会
平成１７年度技術開発相談積
算・支援業務

山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成17年4月1日 59,745,000

　当業務は、工事に活用される新技術に関して、開発の相談や
新技術の受付・審査の補助を行うものである。業務を通じて取
り扱う情報には新技術開発に係る情報や企業情報を含んでお
り、仮に新技術開発に関する情報が漏洩した場合には、国へ
の信頼が失われることとなる。このことから国土交通省の職員
が実施すべき業務であるが、国土交通省の監督権の下におい
て高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる
必要がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6003 （社）近畿建設協会
平成１７年度災害対策用機械防
災支援業務

山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成17年4月1日 9,408,000

本業務の履行にあたっては、近畿技術事務所が保有する災害
対策機械の機能・構造に　精通した技術者・作業員の確保と、
迅速な派遣体制、災害復旧作業に関する豊富な経験　及び知
識が必要である。上記法人は建設事業の円滑な推進に資し、
もって国土の発展に寄与することを目的として設立された公益
法人であり、近畿地方整備局管内の府県全域を網羅する１本
部１５　支部で組織されている。また、災害対策用機械の機能・
構造に精通し、過去の災害復旧支援に関する豊かな経験及び
知識を有する要員を確保し、緊急時における迅速な出動体制
を可能とできる点からも、上記法人は本業務の円滑かつ適切
な履行が確保できる唯一の法人であり、本業務に必要な上記
能力を有する者は、（社）近畿建設協会枚方支所をおいて他に
ない。 以上により、上記法人と随意契約を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6004 （社）近畿建設協会
平成１７年度地域づくり等支援業
務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月11日 36,645,000

　業務の実施にあたっては、様々な機関や企業で取り組まれて
いる「プロジェクト」や地域づくりに取り組んでいる人や地域、企
業に関する情報や経済データなどの情報を迅速に収集する必
要がある。そのため、関西の中央省庁の支分部局や各自治
体、各経済団体及び企業等に出向き、必要とする 新の情報
を収集・整理する能力や行政に関する経験・知識が必要とな
る。また、経済界や企業等に出向くため社会的信用が必要であ
る。上記法人は、国土交通行政全般にわたる幅広い経験を活
用し、国土交通行政の補完的役割を果たし、国土交通行政の
発展に寄与することを目的に設立された法人であり、長年、国
土交通行政に従事し、業務遂行にあたり、幅広い業務に精通し
た技術者を多く有しいること。また社会的信用もあることから、
本業務を迅速かつ的確に履行しうる唯一の法人である。よって
上記法人と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

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

6005 （社）近畿建設協会
水害対応記録及び防災体制検
討業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年8月25日 8,400,000

　本業務の遂行にあたっては、近畿地方整備局及び各河川関
係事務所の防災体制に精通しているほか、防災業務の内容等
行政的知見を有することが必要である。当該法人は、建設事業
の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを
目的として設置され、河川技術と行政経験において豊富な知
識、経験を有している技術者を多数有している。また、当該法
人は、大規模災害における河川関係事務所を支援するボラン
ティア「近畿地方整備局防災エキスパート」の活動運営も行って
おり、昨年度の福井豪雨（福井）や台風２３号（豊岡）への支援
実績があることから、近畿地方整備局及び河川関係事務所の
防災体制等を熟知している。以上のことから、本業務を履行で
きるのは（社）近畿建設協会しかないことから、当該法人と随意
契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6006 （社）近畿建設協会
平成１７年度淀川管内集中管理
センター実施条件策定業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年6月4日 26,355,000

本業務は、昨年度取りまとめられた集中管理センター化検討業
務に引き続き、淀川水系河川整備計画基礎原案において示さ
れた、樋門等の河川管理施設について、２４時間安全に管理運
営を行っていく集中管理センターを実施していく上で必要な諸
条件を検討するものであり、今年度においては必要な諸条件を
整理・策定を進めていくものである。　このため、業務内容を熟
知しておくことはもちろん、地域の状況、河川管理施設等の構
造特性の知識を有したものでなければならない。上記、（社）近
畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟した技術
により、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設行政の発
展に寄与することを目的に設立された公益法人である。本業務
の実施に当たって、上記業者は、近畿地方整備局内の同様な
業務を各種受注しており充分な実績を有している。また、淀川
河川事務所内の河川特性及び諸施設の諸元に精通した経験
豊富な業務担当者を多く有し、河川の保全、調査、研究など国
民の生活環境の向上に寄与し、河川管理施設保全を目的とし
た業務を行うことができる。
　このことから、当該業務を実施するに当たり、円滑かつ適切な
履行を行う上で高度な知識及び技術力を有している業者は上
記以外になく、上記業者と随意契約を行うものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6007 （社）近畿建設協会
平成１７年度淀川大堰補修計画
策定業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年6月11日 29,295,000

業務実施に当たっては、実態調査の調査結果と業務内容を熟
知していることはもちろん、コンクリート構造物の維持補修・電
気
設備・機械設備の維持補修等の幅広い知識を有した技術者で
なければならない。上記業者は、昨年度迄の淀川大堰周辺補
修計画策定業務を履行し「淀川大堰補修計画策定検討委員
会」の検討結果を熟知しており、施設の現状・対策工法に精通
しているため、補修・維持管理計画の策定を適切に行うことが
できるのもである。また、上記業者は、淀川河川事務所管内の
河川特性及び淀川大堰周辺施設の諸元に精通した経験豊富
な業務担当者を多数有し、河川の保全・調査・研究等、国民の
生活環境向上に寄与していることから、河川管理施設保全を目
的とした業務を行うことができる。以上のことから、当該業務を
実施するに当たり、円滑かつ適切な履行を行う上で幅広くかつ
高度な知識及び技術力を有している業者は上記以外になく、上
記業者と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）
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6008 （社）近畿建設協会
平成１７年度淀川舟運活用検討
業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年8月12日 57,015,000

　本業務は、淀川における舟運活用の展開を図るため、船舶の
航行が河川環境に及ぼす影響等を踏まえた船舶航行規則案
の作成、災害発生時において舟運を活用した緊急輸送等を機
動的に行うための具体的なマニュアルの検討等を行うととも
に、淀川大堰閘門の設置に向けた事業方策等の検討を行うも
のである。本業務の遂行にあたっては、これまでに学識経験者
等で構成する淀川舟運研究会や淀川大堰閘門検討委員会を
設置して行ってきた検討の経緯に熟知するとともに、淀川舟運
の歴史や関係機関の舟運に関する取組み等に関する豊富な
情報収集能力が不可欠である。また、淀川大堰閘門の設置に
向けた検討を行うにあたり引き続き設置する淀川大堰閘門検
討委員会において、河川工学等の学識経験者による助言、指
導を得ながら技術的検討を進めていく必要があり、本業務にお
いて上記委員会の運営を行う必要があることから、本業務の実
施機関としては、中立性を確保できるとともに、行政上の知識・
経験も踏まえた上で総合的な判断能力を有することを満たす必
要がある。（社）近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験
と習熟した技術により、これまでに数多くの委員会運営し、建設
行政の補完的役割を果たしてきた実績を有するとともに、淀川
舟運研究会、淀川大堰閘門検討委員会の運営を行ってきてい
ることから、淀川舟運に関わる検討経緯、内容についても詳細
に把握していることから本業務を遂行できる唯一の公益法人で
ある。以上より、上記法人と随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6009 （社）近畿建設協会
平成１７年度三世代交流型調査
検討業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年8月31日 45,885,000

本業務は、淀川水系河川整備計画基礎案で挙げられている、
「自分で守り」「みんなで守り」「地域で守る」という「水害に強い
地域づくり」を目指すために、淀川水系における過去の水害被
害者を発掘して水害体験の聞き取りを行い、その体験を将来を
担う子供達に伝えるという「世代を越えた交流」を通して実践的
な知識と知恵を蓄積する手法を検討するものである。本業務の
実施にあたっては、淀川河川事務所管内における河川の特性
はもちろんのこと淀川流域の特性等にも精通していることが要
求される。また水害体験という過去の悲惨な体験の調査を行う
上で、地元の信頼を得ていることが重要な要素である。上記業
者は近畿地方整備局内の業務を各種受注しており充分な実績
を有している。また、淀川河川事務所管内の河川特性はもとよ
り淀川流域の特性に精通した経験豊富な業務担当者を多く有
し、また地元に対しても相当の信頼があり現地における調査を
行う上で誠実かつ適切な調査を行うことができる。これらのこと
から、当該業務を実施するに当たり、円滑かつ適切な履行を行
う上で高度な知識及び技術力を有している業者は上記以外に
なく、上記業者と随意契約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6010 （社）近畿建設協会 淀川航路維持検討業務
吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年7月10日 59,010,000

本業務は、淀川の航路維持を図っていくための手法の検討を
行うものである。上記、（社）近畿建設協会は、淀川において実
施した淀川低水路掘削業務、（特定砂利採取）において河道維
持や堆積・洗掘等の河道変遷状況に精通すると共に、通常航
行している他の船舶との調整等にも精通しており、豊富な経験
と実勢及び高度な知識を有している。また、当協会は、建設事
業や河川管理業務にかかる豊富な経験と習熟した技術によ
り、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設行政の発展に
寄与することを目的に設立された公益法人である。本業務の実
施にあたって、上記業者は、淀川河川事務所内の河川特性及
び諸施設の諸元に精通した経験豊富な業務担当者を多く有
し、河川の保全、調査、研究など国民の生活環境の向上に寄
与し、河川管理にかかることを目的とした業務を行うことができ
る。このことから、当該業務を実施するにあたり、円滑かつ適切
な履行を行う上で高度な知識及び技術力を有している業者は
上記以外になく、上記業者と随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6011 （社）近畿建設協会 平成１７年度木津川砂防基礎調査業務

谷　﨑　保　木津川上流河川事
務所　三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年7月5日 7,801,500

本業務の履行にあたっては、木津川砂防管内における地形・
地質、自然環境、山腹あるいは渓流状況、砂防事業内容、業
務地域の行政等を熟知したうえで行う必要がある。（社）近畿建
設協会は、当地域における砂防事業あるいは砂防事業に伴う
自然環境保全等、砂防事業に造詣が深く、経験豊富な技術者
を有しているとともに、地域行政、地域事情、人文地理情報に
精通しており、また、オオサンショウウオの生態調査に係わる
学識経験者とも従来から連携を密にし業務を実施してきた実績
をもとに信頼関係を築いていることから、本業務を的確に遂行
しうる唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6012 （社）近畿建設協会 平成１７年度砂防施設点検業務
谷　﨑　保　木津川上流河川事
務所　三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月8日 4,725,000

本業務の実施にあたっては、管内における砂防施設等の配置
状況及び点検路等を十分に把握し、巡視城のキーポイントや
法令関係を熟知ならびに砂防施設等の重要性・変遷経緯と特
殊機器の点検に関する知識が重要であるとともに、点検等の
結果資料整理において、経緯・継続性のポイントを幅広く・的確
に把握の上確実に実施する必要がある。
　（社）近畿建設協会は管内における砂防施設等の配置状況
及び点検等経路を十分把握しているとともに、巡視城のキーポ
イント・法令関係を熟知しならびに砂防施設の重要性・変遷経
緯と特殊機器の点検に関する知識を有している。また、木津川
水系直轄砂防施区域の自然環境、地形状況、砂防施設等の
設置場所と点検等に熟知しているなど、他の追従を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6013 （社）近畿建設協会
平成１７年度名阪国道集中工事
支援業務（一式）

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年10月17日 1,785,000

本業務は、名阪国道の集中工事の広報活動の一環として、工
事に対する問い合わせに対応するものであり、道路行政全般
に精通している必要がある。社団法人　近畿建設協会は、道路
行政の広報誌の作成や、実施している事業や道路管理に関す
る説明責任を果たすうえでの補完的な役割を果たしており、ま
た建設行政に関する豊富な経験と習熟した技術力をもった人
材を多数有していることから、平成１５年度より実施している名
阪国道集中工事の広報活動支援業務を従事し、成果をあげて
いる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本業務を実施するに当
たっては、道路行政に関する全般的な知識を有し、道路事業や
道路管理の必要性をよく理解したうえで広報や問い合わせへ
の対応ができる能力が整っていること、また、これまでから実施
している集中工事の効果や意義等を把握した人員の確保がで
きる体制が必要であり、的確に業務遂行ができる業者は当該
法人以外にない。よって、社団法人　近畿建設協会と随意契約
をするものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6014 （社）近畿建設協会
平成１７年度五條周辺希少種保
全対策協議会等運営業務（一
式）

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年4月25日 8,610,000

①本業務の実施にあたっては、種々の委員会等運営業務に精
通し、データや資料の確認及び取り扱い等について慎重な配
慮や機密保持が必要不可欠である。（社）近畿建設協会は各
種委員会等の運営実績が豊富であるとともに、積算補助業務、
設計資料点検業務等に見られるように、データや資料の確認
及び取り扱いについて慎重な配慮や機密保持が必要な業務等
で十分な業務実績を有している。
②対象となる希少種は兵庫県及び和歌山県等のレッドデータ
ブック及びその他の関係文献においても希少種として扱われて
おり、現時点において、奈良県内において対象希少種の生息
が確認されたことは公にされていない。このことから、希少種の
生息事実の機密を保持する必要がある。    協議会を的確かつ
迅速に運営するとともに、①、②に関する情報を一元的に厳重
管理するなどの機密保持を的確に遂行できる者は、同法人以
外にないことから（社）近畿建設協会と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6015 （社）近畿建設協会
平成１７年度橋本道路希少種保
全対策検討業務（一式）

大槻英治　和歌山河川国道事務
所
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年5月11日 42,105,000

本業務は、希少種（特にヒメタイコウチ）の保全方針、モニタリン
グ・順応管理等の検討を行うとともに、有識者による希少種保
全対策協議会の運営を行うものであり、実施にあたっては、有
識者等で構成された委員会等運営に精通し、当該地点の現状
や希少種の生息状況を踏まえた適切な調査の立案実施が必
要であると同時に、そのデータや資料の取り扱いについて機密
保持が必須である。（社）近畿建設協会は、建設事業の円滑な
推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目的とし
て設立された公益法人であるとともに、当該地のヒメタイコウチ
の生息調査の外、オオサンショウウオ等の希少種調査、各種
有識者による委員会等の運営、積算補助など機密保持が必要
な業務について豊富な実績がある。本業務の遂行に必要な上
記条件を満たす知識、技術、経験を併せ持つものは、同法人
以外には無いことから（社）近畿建設協会と随意契約を行うも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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契約を締結した日
契約金額
（円）
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6016 （社）近畿建設協会
平成１７年度道路防災等実施計
画検討業務（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年7月25日 8,242,500

本業務は、災害発生時の対応能力の向上に資する目的で、道
路防災の講演会を開催するために、講演会実施計画の検討資
料とともに災害対策運営計画の作成を行うものであり、防災業
務の的確な処理や道路防災関係の実施を道路、河川、港湾等
を含めて計画する特殊な業務であることから、防災支援活動、
防災講演会の実施及び、災害対策本部運営計画等、防災業務
の実績と知識を蓄積していること及び、高度な知識を保有する
とともに経験豊富な技術者を有していることが必要である。
  社団法人近畿建設協会は、道路、河川、港湾を含めた防災エ
キスパートの事務局を努め、災害に対する防災支援活動を統
括しており防災業務の実績と知識を有していること。
  又、長年国土交通行政に関する業務に従事し、国土交通行
政全般にわたる幅広い経験を活用し、国土交通行政の補完的
役割を果たし、国土交通行政の発展に寄与することを目的に設
立された公益法人であり、これまでに、防災支援活動、防災講
演会の実施及び、災害対策本部運営計画の作成等、防災業務
の実績と知識を蓄積している等、高度な知識を保有するととも
に経験豊富な技術者を有している。
  以上のことから、本業務を履行できるのは、社団法人近畿建
設協会しかない。
  よって、社団法人近畿建設協会と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6017 （社）近畿建設協会
平成１７年度道路標識適正化検
討業務
（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年9月20日 25,147,500

　 本業務は、北大阪・高槻維持出張所管内の標識の維持・管
理の円滑化を図るため、現地調査、資料収集、標識台帳の電
子化及び更新・作成を行うと共に、平成１６年度に作成した大
阪国道事務所管内の標識改善計画図（案内、警戒、規制等各
標識）の更新を行うものである。本業務の履行にあたっては、
当事務所管内の道路標識に係る現地調査、資料作成におい
て、土木技術に関する専門的知識や、豊富な行政（技術）経験
を有し、且つ幅広く専門的に業務に精通していることが不可欠
である。社団法人近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な
経験と習熟した技術により建設行政の補完的役割を果たし、
もって建設行政の発展に寄与することを目的として設立された
公益法人である。上記法人は、「平成１６年度大阪国道事務所
行政文書整理・分類等業務」を履行しており、当事務所が保有
する多種多様な文書を熟知している。本業務を的確に履行す
るための要件に応えられる唯一のものとして、社団法人近畿建
設協会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量
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6018 （社）近畿建設協会
平成１７年度神戸灘共同溝地下
水調査業務（一式）

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年4月26日 3,780,000

本業務は神戸共同溝工事に伴い、灘五郷酒造組合から要望
のあった宮水酒造用地下水保全対策として工事前の地下水調
査及び神戸灘共同溝地下水調査委員会の支援を行うものであ
る。
　（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟
した技術により、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設
行政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であ
る。
　当該公示箇所付近の地下水は、伝統的な酒造産業に用いて
おり、従来から灘五郷酒造組合は、宮水保全の地下水調査、
並びに水質保全の調査を行っている。宮水（酒造用地下水）は
灘五郷酒造組合がＰＲでその良質さを公表しているため、地下
水調査には、灘五郷酒造組合の合意を得なければばらないと
共にその情報の機密保持が要求される。
　今回の業務について同協会は、平成１４年度から設置されて
いる「神戸灘共同溝地下水調査委員会」の支援と既存の地下
水位、水質調査を継続して行っていることから、（社）近畿建設
協会と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6019 （社）近畿建設協会
紀南地域シーニックバイウェイ検
討業務（一式）

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年11月7日 7,665,000

（社）近畿建設協会は、建設行政の補完的役割を果たし、建設
事業の円滑な推進に質し、もって国土開発の発展に寄与する
ことを目的として設立された。本業務は、紀南地域のNPO法人
等の地域活動状況及び地域の情報収集を行い、地域の方々と
直接応対をし地元説明会等を行い、地域の活動団体の意見を
整理し、かつ国土交通省及び紀南河川国道事務所の事業内
容を熟知した上でとりまとめ「シーニックバイウェイ」を推進して
いくもので、地域の活動団体と行政との連携を図る必要があ
り、地域の活動団体との調整協議については公平性、中立性
が必須である。当該法人は、自然と暮らしの調和をめざした地
域づくりに貢献するための活動として、「地域づくり・街づくりに
関するシンポジウム等」の支援事業など各種セミナー、技術開
発の支援、様々な情報提供やIT推進事業まで数多くの建設プ
ロジェクトを推進している。また紀南地域において紀南分室を
設置し当該地域状況に精通し、広範な知識を持ち的確な判断
ができる熟練した技術者を有するとともに、建設行政にかかる
豊富な行政経験と知識を有する職員を多数擁し、地域づくりに
関する各種フォーラムを運営実施するなどの十分な実績があ
る。したがって、本業務を的確かつ迅速に業務を遂行すること
ができるのは（社）近畿建設協会のみであり、同法人と随意契
約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
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契約を締結した日
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（円）
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6020 （社）近畿建設協会
平成１７年度電線共同溝資料調
査編集業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年6月9日 11,865,000

本業務は、電線共同溝施行予定区間における地下埋設物件
の事前調査と資料整理、及び過年度完了した電線共同溝事業
における引継資料当を作成するものである。本業務の実施に
あたっては、一般国道における地下埋設（占用）物件許可基準
及び管理引継業務に精通し、行政の補助的業務を執行するに
際しての様々な専門知識及びそれらの業務に関する豊富な経
験が求められる。（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊
富な経験と習熟した技術により建設行政の補完的役割を果た
し、もって建設行政の発展に寄与することを目的として設立され
た公益法人である。（社）近畿建設協会は、道路監理、交通安
全事業計画調査、用地管理、用地調査当に関する専門的知識
や豊富な経験はもとより、行政の補助的業務に関する高度な
業務執行能力や中立性及び規律の確保といった点で、行政の
補助業務に従事できる技術者を適切に配置し、指導・監督して
いく体制を有する能力と実績がある法人である。また、「道路監
理実務マニュアル（案）」の編集委員として地下埋設物件許可
基準に精通すると共に、道路占用許可技術補助業務・引継資
料作成業務について多くの実績がある。本業務を的確に履行
するための要件に応えられる唯一のものとして、（社）近畿建設
協会と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6021 （社）近畿建設協会
平成１７年度管内技術研究発表
会運営業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月7日 23,677,500

  管内技術研究発表会の企画運営にあたっては、多数の発表
技術論文の内容について、特許・著作権等の精査を行い技術
内容を踏まえた発表順の設定を行うこと、各業団体等に対する
中立、公正な連絡調整を図ること、及び建設技術の普及につい
て一定の経験があることなど行政の代行的な立場で技術的判
断並びに一体化した運営が求められるため、国土交通省の技
術業務内容、発表会の運営に精通していることが不可欠であ
る。（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習
熟した技術により、建設事業の円滑な推進に資するとともに、
建設行政の補完的役割を果たし、もって国土開発の発展に寄
与する事を目的として設立された公益法人であり、その事業内
容は、近畿地方における、建設技術普及のための広報活動、
建設施工の調査研究、新技術の活用のための業務等多岐に
わたっている。また、多種多様な発表論文の精査に必要な国土
交通省の様々な業務経験、行政知識を有した人材を多く確保し
ているとともに、運営面においてもこれまでの経験から効率的
に実施される。よって、（社）近畿建設協会は本業務に必要な知
識と経験を持つ唯一の業者である。以上の理由により上記社
団法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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6022 （社）近畿建設協会
平成１７年度事故調査委員会等
運営支援業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月5日 57,508,500

　本業務遂行にあたっては、①事故措置委員会資料に資する
ため、公平かつ、客観的な資料の迅速な作成を必要とするこ
と。
②事故調査委員会資料とするため、事故要因分析や再発防止
対策等に豊富な知識と高度な技術判断を必要とすること。の２
点が、重要である。 (社)近畿建設協会は、近畿地方整備局の
建設行政を補完・支援する役割を分担する公益法人であり、①
営利を目的とせず、建設企業に対し中立的な立場にあり、本業
務を実施するのに必要な公平性、客観性を期待できる。②行政
経験者を多く有しているため、事故要因分析や再発防止対策
等において高度な技術判断を期待できる。等本業務を実施す
るために必要かつ十分な条件を満たしている。また、平成８年
度から工事事故等に関する要因分析や再発防止対策に係る
検討業務について上記法人が一貫して実施しているため業務
内容を熟知しており、同一の観点からの検討が可能である。
もって、当該業務を実施できるのは本法人しかなく、上記法人と
随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6023 （社）近畿建設協会
平成１７年度大阪国道管内事故
防止補助業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年5月24日 27,405,000

　社団法人近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と
習熟した技術により建設行政の補完的役割を果たし、もって建
設行政の発展に寄与することを目的として設立された公益法人
である。その業務内容は多岐にわたり実施しているが、その中
には工事事故調査及び解析の実績を多く持っており、特に「事
故調査委員会等運営業務」においては近畿管内の工事事故を
対象にした事故の審査を行う業務実績があり、事故防止対策
に精通した実施経験がある。
また、本業務で作成する業務指導・計画立案の整理が的確に
出来る行政経験豊かな技術者を多数有し、豊富な実績と現場
状況に精通し、本業務を実施出来る者は、上記社団法人以外
になく、随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6024 （社）近畿建設協会 罫紙A４－２　５冊外１件
藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年6月7日 3,500

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6025 （社）近畿建設協会 罫紙A４－３　５冊
藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年9月29日 1,750

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6026 （社）近畿建設協会 出勤簿用紙９００枚外１４件
藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年12月9日 46,100

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6027 （社）近畿建設協会 出勤簿（表紙）４組外１件
岩崎福久　足羽川ダム工事事務
所
福井市成和１丁目２１１１

平成17年12月9日 6,500

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6028 （社）近畿建設協会 出勤簿表紙１組外１件購入
巌　文成　京都営繕事務所　京
都市左京区丸太町通川端東入
東丸太町３４－１２

平成17年11月22日 1,600

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6029 （社）近畿建設協会
出勤簿（表紙　課名有）９組
外２点

谷　﨑　保　木津川上流河川事
務所　三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年12月6日 16,300

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量
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6030 （社）近畿建設協会 出勤簿表紙１組外２件
河合慶盛　神戸営繕事務所　神
戸市中央区脇浜海岸通１－４－
３神戸防災合同庁舎

平成17年11月7日 2,500

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6031 （社）近畿建設協会 出勤簿表紙課名有２１組外７点

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年11月8日 42,000

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6032 （社）近畿建設協会 出勤簿表紙課名無　１組外８件
元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成17年12月5日 32,600

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6033 （社）近畿建設協会 罫紙１００枚外２０冊外２点
吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年6月27日 21,000

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6034 （社）近畿建設協会 出勤簿表紙２０組外１１件購入
大槻英治　和歌山河川国道事務
所
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年12月21日 43,300

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6035 （社）近畿建設協会 出勤簿表紙２組
細川　雅　紀の川ダム統合管理
事務所　五條市三在町1681

平成17年4月11日 3,000

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6036 （社）近畿建設協会 出勤簿表紙課名有７組外９件
細川　雅　紀の川ダム統合管理
事務所　五條市三在町1681

平成17年11月22日 18,800

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6037 （社）近畿建設協会 出勤簿表紙外４点
黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年11月30日 20,200

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6038 （社）近畿建設協会 出勤簿表紙　１６組　他５点
丹羽克彦　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年12月16日 32,200

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6039 （社）近畿建設協会 出勤簿表紙６組外１件
山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成17年12月9日 10,600

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6040 （社）近畿建設協会
出勤簿　表紙　課名有　５組　外
４点

中村　甚一　九頭竜川ダム統合
管理事務所　福井県大野市中野
２９－２８

平成17年12月12日 10,800

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6041 （社）近畿建設協会
平成１７年度阪神国道事務所事
業概要作成業務（一式）

林　正一　阪神国道事務所
兵庫県芦屋市川西町１４－１

平成17年4月25日 150,000

（社）近畿建設協会は、本事業概要の原版の作成及び保管を
行っており、印刷にあたっての取扱要領に精通しているので推
薦するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6042 （社）近畿建設協会 出勤簿　表紙　外８点
田口　定一　阪神国道事務所
兵庫県芦屋市川西町１４－１

平成17年12月19日 21,300

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6043 （社）近畿建設協会 出勤簿表紙１５組外４点
安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年12月9日 30,100

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6044 （社）近畿建設協会 出勤簿表紙　外３点
阿南修司　大戸川ダム工事事務
所　大津市大萱１－１９－３２

平成17年12月9日 11,700

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6045 （社）近畿建設協会
出勤簿（表紙課名有）１５組外５
点

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年12月20日 29,600

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6046 （社）近畿建設協会 罫紙10冊
河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年11月25日 3,500

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6047 （社）近畿建設協会 出勤簿1組外5点
河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年12月9日 31,100

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6048 （社）近畿建設協会 起案文書甲３０冊
新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年11月18日 21,000

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6049 （社）近畿建設協会
出勤簿表紙課名有１７組外１２
点

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年12月7日 40,400

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6050 （社）近畿建設協会
罫紙（青/枠及罫線有）　Ａ４　他
３件

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年5月30日 14,000

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6051 （社）近畿建設協会 出勤簿表紙　課名有 他６件
後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年11月25日 25,000

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6052 （社）近畿建設協会 出勤簿表紙　課名有
後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成18年2月22日 4,500

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6053 （社）近畿建設協会 出勤簿５組外１点
神矢　　弘　淀川ダム統合管理
事務所　大阪府枚方市山田池北
町１０－１

平成17年12月9日 8,600

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6054 （社）近畿建設協会
出勤簿表紙課名入り　２組　出
勤簿用紙 ２０枚

久保田一　淀川水系総合調査事
務所  大阪市中央区大手前１－
５－４４大阪合同庁舎１号館 新
館３階

平成17年12月12日 3,400

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6055 （社）近畿建設協会 出勤簿表紙７組　他７件
前田陽一　浪速国道事務所　枚
方市南中振３－２－３

平成17年12月1日 18,800

購入先が該当法人しか販売していない。（会計法第２９条の３
第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6056 （社）近畿建設協会 総務関係書類整理等業務
安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年4月1日 3,780,000

　本業務は行政行為の補助として行われる業務であり、迅速且
つ的確な業務の遂行を求められるものである。
　（社）近畿建設協会は建設事業に係る豊富な経験と習熟した
技術により、建設行政の補完的役割を果たし、もって、建設行
政の発展に寄与することを目的として設立された公益法人であ
る。当法人は本業務を遂行するうえで総務関係の行政に精通
しており、経験豊かな熟練した者を有しており、更に守秘義務を
誠実に履行できる信頼性も有している。よって、他の者では本
業務の実施は困難であり、上記社団法人と随意契約するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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6057 （社）近畿建設協会 総務課資料整理業務
後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年6月6日 880,000

　当事務所は、災害復旧復興に関する業務を含めて多様な業
務を抱えており文書管理や配車業務等より的確かつ迅速な業
務が求められている。業務処理上、文書管理など機密に関す
る文書に接する機会や部外者と接する機会もあり、事務処理
上知り得た事項（守秘）等の機密の保持を図る必要がある。し
たがって、本業務の履行に当たっては、直轄事業の把握及び
幅広く業務に精通していることと、事務処理上知り得た守秘事
項等の漏洩防止に信頼性を備えていることが不可欠である。
上記法人は、長年国土交通行政に従事し工事・管理等に関す
る幅広い経験を活用して国土交通行政の補完的役割を果た
し、国土交通行政の発展に寄与することを目的に設立された法
人であり幅広く業務に精通し、信頼性も備えている。以上のこと
から、他の業者では本業務の遂行は困難であり、法人組織（社
団法人）の近畿建設協会と随意契約するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6058 （社）近畿建設協会 総務課資料整理等補助業務
後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年9月12日 1,890,000

本業務は、総務課における発注業務の書類整理、文書管理、
旅費に関する電算入力作業、その他総務課の事務に関する業
務を行うものであり、実施にあたり、関係法令等を十分理解し、
業務に精通していることが要求される。また、文書管理及び旅
費に関する電算入力作業で得た情報等は国土交通省職員と
同等の機密の保持が求められる。上記法人は、建設事業にか
かる豊富な経験と技術により国土交通行政の補完的役割を果
たし、国土交通行政の発展に寄与することを目的に設立された
法人であり、幅広く業務に精通し、関係法令等についての知識
と豊富な実績を有している。よって、行政上の豊富な知識と経
験及び守秘義務への信頼性を必要とする本業務を迅速かつ的
確に履行できる唯一の法人である上記法人と随意契約するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6059 （社）近畿建設協会 総務課資料作成等業務
後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年12月16日 934,500

　本業務は、総務課における広報関係資料の作成、事業概要
資料の作成、配車業務、その他総務課の事務に関する補助業
務を行うものであり、実施にあたり、関係法令等を十分理解し、
業務に精通していることが要求される。資料の作成により得た
情報は国土交通省の職員と同等の機密の保持が求められる。
上記法人は、建設事業にかかる豊富な経験と技術により国土
交通行政の補完的役割を果たし、国土交通行政の発展に寄与
することを目的に設立された法人であり、幅広く業務に精通し、
関係法令等についての知識と豊富な実績を有している。　よっ
て、行政上の豊富な知識と経験及び守秘義務への信頼性を必
要とする本業務を迅速かつ的確に履行できる唯一の法人であ
る上記法人と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（18年度から一般競
争入札等に移行）
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6060 （社）近畿建設協会 平成１７年度証拠書編纂等業務
岡積敏雄　足羽川ダム工事事務
所
福井市成和１丁目２１１１

平成17年4月1日 3,780,000

当事務所は多種多様の業務を抱えているなかで、当該業務は
他の業務に比しても個人的情報の入力作業等が多く、機密の
保持を必要とする特殊的な業務のうえ、資料等正確さや紛失
防止についても 善の注意を図る必要がある。したがって、本
業務の履行にあたっては、直轄事業等の把握及び幅広く業務
に精通していることと、個人情報等の漏洩防止において信頼性
を備えていることが不可欠である。当該法人は、長年国土交通
行政の関連業務に従事し、工事・管理等に関する幅広い経験
を活用して国土交通行政の補完的役割を果たし、国土交通行
政の発展に寄与することを目的に設立された法人であり幅広く
業務に精通し、信頼性も備えている。なお、当該業務は平成１
３年度より当該法人が受託しており十分な成果を上げてきてい
るところである。以上のことから、他の業者では本業務の遂行
は困難であり、当該法人と随意契約を行うことが適切である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6061 （社）近畿建設協会
平成１７年度証拠書類編纂等業
務

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月1日 3,465,000

本業務は、大阪国道事務所における支払書類の編纂、物品関
係措置請求書当の作成、並びに技術資料等の受付に関する
業務である。本業務は、国土交通省の経理・契約事務に精通し
関係法令・規則等の専門的な知識が必要である。また、本業務
に関連する事務は、企業・個人情報を取り扱うことから、機密の
保持及び漏洩の防止が責務である。（社）近畿建設協会は、建
設事業にかかる豊富な経験と習熟した技術により建設行政の
発展に寄与することを目的に設立された公益法人であり、設立
趣旨に建設行政の補完的役割を掲げている。また、証拠書類
編纂等業務について多くの実績を持ち、国土交通省が行う経
理・契約事務に精通している。本業務は、行政行為の補助に係
る業務であり、契約の相手方が、国の業務に係る特殊な経験
及び知識を有する者、業務上の高い守秘義務を求め得る者、
及び中立性、公平性を有する者に特定される。本業務について
は、同法人以外に豊富な知識・経験を有する者はなく、業務を
円滑かつ適切に履行できる（社）近畿建設協会と随意契約を行
う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6062 （社）近畿建設協会 平成１７年度経理関係補助業務
村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年10月31日 1,417,500

 　本業務は、大阪国道事務所における支払決議書の作成、特
殊車両に係る債権入力及び国有財産管理事務等の補助に関
する業務を行うものである。本業務の実施にあたっては、経理
契約に関する関係法令を十分理解するとともに、業務について
中立性、公平性が求められ、かつ高度な守秘義務が必要とさ
れる。社団法人近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経
験と習熟した技術により建設行政の発展に寄与することを目的
に設立された公益法人である。社団法人近畿建設協会は､土
木技術等に関する専門的知識や豊富な経験はもとより、行政
事業の補完的役割としての高度な業務執行能力や中立性・公
平性の確保という点で行政の補助業務に従事する人員を適切
に配置することができ、かつ指導・監督していく体制を有する能
力並びに実績がある｡ したがって、本業務を遂行するために必
要な条件を満たすことができるのは、上記法人以外にないこと
から、社団法人近畿建設協会と随意契約を行うものである｡（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（18年度から一般競
争入札等に移行）
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6063 （社）近畿建設協会
木津川上流河川事務所証拠書
編纂等業務

谷　﨑　保　木津川上流河川事
務所　三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年5月30日 3,150,000

　本業務は、予算情報、契約情報等機密の保持を要するため、
業務の性格上信頼性と実績のある相手方と契約する必要があ
る。
  （社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟
した技術力により建設行政の補充的役割を果たし、建設行政
の発展に寄与することを目的に設立された公益法人である。そ
の事業内容は、建設事業普及のための広報活動、建設事業施
行の調査研究に関する事業、建設工事の改良及び発展を図る
事業、講習会、研究会その他催物等の開催、建設事業に関す
る
業務委託等多岐に亘っており、証拠書編纂業務、資料整理業
務等近畿地方整備局管内の各事務所において実績を有してい
る。
  このように近畿管内において十分な実績と経験豊富な人材を
有しており、建設関連業務に精通し本業務を行える者は（社）
近畿建設協会しかなく、同法人と随意契約するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6064 （社）近畿建設協会 平成１７年度証拠書類等編纂及び
松本　勝正　国営明石海峡公園
事務所　神戸市中央区磯上通4
－1－6

平成17年4月1日 3,622,500

本業務は、支払い証拠書類などの編纂、電子計算機への各種
ﾃﾞｰﾀの入出力業務を行うものであるが、迅速かつ的確に業務
を実施するためには、専門的な業務に関する経験は勿論、関
係法令などに精通していることが必要である。
　上記の（社）近畿建設協会は建設事業に係る豊富な経験と習
熟した技術により建設行政の補完的役割を果たし、もって国土
交通行政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人
である。
　近畿管内においても本業務と同様の業務を多数実施し、充分
な実績を持っている。
　又、豊富な経験と、業務に精通した職員を有し、業務内容を
熟知していることなどから判断して、本業務内容に も適合し
ていると言える。　よって、当該法人と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6065 （社）近畿建設協会 平成１７年度入札契約他補助業務
松本　勝正　国営明石海峡公園
事務所　神戸市中央区磯上通4
－1－6

平成17年6月8日 3,990,000

　（社）近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験と習熟し
た技術により、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設行
政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人である。
その事業内容は、建設事業普及のための広報活動、建設事業
施工の調査研究に関する事業、建設事業に関する業務の受託
など、多岐に亘っており、近畿管内において充分な実績を持っ
ている。本業務は、有資格業者名簿の整理、低入札価格調査
制度の対象工事における工事コスト調査に関わる事務補助及
び提出された技術資料をもとに内容の整理・業者選定の基礎
資料の作成を行うものであり、実施に当たっては、工事施工に
関する技術的知識が必要であるほか、機密保持には充分留意
することが強く要求されている。従って、建設行政の経験・施工
技術の知識が豊富なものを多数有している（社）近畿建設協会
以外に本業務を実施できる者は無く、随意契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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契約を締結した日
契約金額
（円）
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6066 （社）近畿建設協会
経理課支払証拠書類編纂その
他業務

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年4月1日 3,570,000

本業務は、情報公開においても非開示文書となるような機密保
持を要する書類等を取り扱うものであり、信頼性を有しかつ豊
富な行政経験を有していることが遂行の条件となる。（社）近畿
建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と技術により建設
行政の補充的役割を果たし、建設行政の発展に寄与すること
を目的に設立された公益法人であり、近畿地方整備局の事務
所において同種業務の実績を有している唯一の法人である。
以上のことから本業務を実施できるのは信頼性と実績のある
（社）近畿建設協会しかなく、同法人と随意契約をするものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6067 （社）近畿建設協会
平成１７年度証拠書類編纂その
他業務

元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成17年4月1日 3,150,000

　本業務は、大和川河川事務所経理課所掌業務のうち支払事
務手続き等に関するものである。本業務の遂行には、会計法、
予算決算及び会計令、計算証明規則等の専門法令に精通して
いる必要があるとともに、業務の円滑な実施にあたり、経理事
務に関する豊富な経験と習熟した知識が要求される。社団法
人近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟した
技術により、建設事業の円滑な推進に資するとともに、国土建
設行政の補完的役割を果たし、もって国土開発の発展に寄与
することを目的に設立された公益法人であり、国土交通省の経
理事務に精通している。上記法人は、当事務所の経理課所掌
の支払事務手続を補完できる経験豊富な業務管理責任者の
確保ができ、本業務を円滑かつ適切に遂行できる唯一の者で
あるため、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

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

6068 （社）近畿建設協会 証拠書編纂等業務
吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年4月1日 4,620,000

本業務は、淀川河川事務所において経理・契約に係る支払証
拠書類の編纂等の業務を行うものである。本業務の実施にあ
たっては、国土交通行政に関する経理契約関係資料を熟知
し、会計法その他関連する諸法規に精通した業務を遂行するこ
とが必要である。 当協会は、建設事業にかかる豊富な経験と
習熟した技術により建設行政の補完的役割を果たし、もって国
土建設の発展に寄与することを目的に設立された公益法人
で、近畿管内における建設事業に関する多くの業務について
十分な信頼と実績があり、当業務の内容に熟知及び精通して
いる。以上のことから、本業務を円滑に実施できるのは当協会
以外にはなく随意契約するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6069 （社）近畿建設協会 平成１７年度資料整理業務
吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年4月1日 6,615,000

　本業務は直轄河川改修並びに高規格堤防整備事業に関す
る計画、調査、技術資料等の整理業務を行うものである。これ
らの業務を処理するにあたっては、当業務の内容に熟知したも
のでなければならない。上記、（社）近畿建設協会は、建設事業
にかかる豊富な経験と習熟した技術により、建設行政の補完
的役割を果たし、もって建設行政の発展に寄与することを目的
に設立された公益法人である。これらの要件を満たせるのは上
記法人しかなく、上記法人と随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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6070 （社）近畿建設協会
平成17年度証拠書類等等編纂
業務

吉川　知弘　六甲砂防事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉東町
３－１３－１８

平成17年4月1日 3,412,500

　本業務は直轄河川改修並びに高規格堤防整備事業に関す
る計画、調査、技術資料等の整理業務を行うものである。これ
らの業務を処理するにあたっては、当業務の内容に熟知したも
のでなければならない。上記、（社）近畿建設協会は、建設事業
にかかる豊富な経験と習熟した技術により、建設行政の補完
的役割を果たし、もって建設行政の発展に寄与することを目的
に設立された公益法人である。これらの要件を満たせるのは上
記法人しかなく、上記法人と随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6071 （社）近畿建設協会 平成１７年度証拠書編纂等業務
大槻英治　和歌山河川国道事務
所
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 3,780,000

本業務は、計算証明規則等の会計関係法規に従い正確に実
施しなくてはならないため、会計法規についての知識を必要と
する。また、情報公開において非開示文書となる機密保持を要
する書類等を含むものであり、守秘義務が強く求められる業務
である。（社）近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験と
技術により建設行政の補完的役割を果たし、建設行政の発展
に寄与することを目的に設立された公益法人である。同法人
は、会計法規に精通した職員を多く有しているとともに、近畿地
方整備局の各事務所における同種業務で豊富な実績があり、
機密保持に関し信頼のできる成果を上げている。以上のことか
ら近畿地方整備局管内において、会計法規についての知識と
豊富な実績及び信頼性を有する唯一の業者である（社）近畿建
設協会と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

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

6072 （社）近畿建設協会
平成１７年度有資格業者資料整
理作業

細川　雅　紀の川ダム統合管理
事務所　五條市三在町1681

平成17年8月1日 924,000

　 本作業は、近畿地方整備局における工事・コンサル業務関
係の発注指名業者選定を効率的に行うために系統だったデー
タ管理を行う必要があると考えられ、今回有資格業者をパーソ
ナルコンピューターで処理し、業務処理の迅速化と効率化を図
ることを目的とする。本作業は、秘密の保持を要する等、作業
の性格上信頼性と実績のある相手方と契約する必要がある。
社団法人近畿建設協会は、近畿地方整備局の事業の円滑な
遂行に協力することを目的として設立されており、有資格業者
名簿作成に関わる業務を行うなどの実績を有している。よっ
て、信頼性と実績のある近畿建設協会と随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6073 （社）近畿建設協会 証拠書編纂業務
黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年4月1日 3,528,000

本業務は、機密の保持を要する等、業務の性格上信頼性と実
績のある相手方と契約する必要がある。社団法人近畿建設協
会は、建設事業にかかる豊富な経験と技術により建設行政の
補充的役割を果たし、建設行政の発展に寄与することを目的に
設立された公益法人であり、設立以来同法人では、証拠書編
纂等、近畿地方整備局の事務所において実績を有している。
以上のことから本業務を実施できるのは、信頼性と実績のある
社団法人近畿建設協会しかなく、同法人と随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量
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6074 （社）近畿建設協会
新宮国道維持出張所国有財産
台帳整備資料作成補助業務

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年6月27日 294,000

長年建設行政に従事し、工事・管理等に関する幅広い経験を
活用して、建設行政の補完的役割を果たし、建設行政の発展
に寄与することを目的にした公益法人であり、当事務所が所掌
する各種業務に精通しており、近畿地方整備局管内における
実績も有している。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6075 （社）近畿建設協会
平成１７年度有資格業者資料整
理作業

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年9月1日 924,000

　 本作業は、近畿地方整備局における工事・コンサル業務関
係の発注指名業者選定を効率的に行うために系統だったデー
タ管理を行う必要があると考えられ、今回有資格業者をパーソ
ナルコンピューターで処理し、業務処理の迅速化と効率化を図
ることを目的とする。本作業は、秘密の保持を要する等、作業
の性格上信頼性と実績のある相手方と契約する必要がある。
社団法人近畿建設協会は、近畿地方整備局の事業の円滑な
遂行に協力することを目的として設立されており、有資格業者
名簿作成に関わる業務を行うなどの実績を有している。よっ
て、信頼性と実績のある近畿建設協会と随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6076 （社）近畿建設協会
平成１７年度有資格業者追加認
定資料整理作業

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年10月3日 850,500

　 本作業は、有資格業者名簿の追加更新作業を行いデータ抽
出作業をバーソナルコンピューターで処理することにより、業務
処理の迅速化と効率化を図ることを目的とする。本作業は、秘
密の保持を要する等、作業の性格上信頼性と実績のある相手
方と契約する必要がある。社団法人近畿建設協会は、近畿地
方整備局の事業の円滑な遂行に協力することを目的として設
立されており、有資格業者名簿作成に関わる業務を行うなどの
実績を有している。よって、信頼性と実績のある近畿建設協会
と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6077 （社）近畿建設協会
平成１７年度証拠書類編纂及び
電算等業務

東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年4月1日 3,727,500

  本業務は経理課の所掌事務のうち支払事務に関するもので、
国土交通省の経理事務に精通し、関係法令・規則等の専門的
な知識を必要とするものである。また、支払事務に関連する情
報等、機密の保持及び漏洩の防止が必要である。
  （社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟
した技術により建設行政の発展に寄与することを目的に設立さ
れた公益法人であり、設立趣旨に建設行政の補完的役割を掲
げており、証拠書類編纂業務について多くの実績を持ち、経理
事務に精通している。（社）近畿建設協会は当事務所において
過去から証拠書類編纂業務等を行うとともに豊富な経験及び
実績並びに信頼性を持っている。以上のことから、本業務を履
行できるのは、（社）近畿建設協会を除いて他に追随するもの
がない。よって、同協会と随意契約するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
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その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6078 （社）近畿建設協会
物品管理に関する書類整理等
業務

丹羽克彦　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年11月14日 2,142,000

（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟し
た技術により、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設行
政の発展に寄与することを目的として設立された公益法人であ
る。その事業内容は、建設事業普及のための公報活動、建設
事業施工の調査研究に関する事業、建設事業に関する業務の
受託など多岐に亘っており、近畿管内において充分な実績を
もっている。特に、本業務の遂行に類似した業務として、行政情
報公開法に基づく「行政文書整理・分類業務」及び「資料電子
化作業」についても、近畿管内において多くの実績がある。本
業務の実施にあたっては、「物品管理に関する法定帳簿等」を
取り扱うもので、関連書類との照合においては、これらに熟知し
た行政経験者が必要である。このように当該業務を実施するに
あたり、円滑かつ的確な履行を行う上で、十分な実績と熟知し
た行政経験者を数多く保有している者は、（社）近畿建設協会
以外にないため、同協会と随意契約するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6079 （社）近畿建設協会
平成１７年度有資格業者資料整
理業務

林　正一　阪神国道事務所
兵庫県芦屋市川西町１４－１

平成17年6月29日 2,257,500

　(社)近畿建設協会は、建設行政に係る豊富な経験と習熟した
技術により、建設行政の補完的役割を果たすこと等を目的に設
立された公益法人である。その事業内容は、建設事業普及の
ための広報活動、建設事業施工の調査研究に関する事業、建
設事業に関する業務の受託等、多岐にわたっており、近畿地
方整備局においても豊富な実績を有している。本業務の実施
にあたっては、業者固有の情報が含まれていることから、機密
の保持には十分留意することが強く要求され、作業の性格上
信頼性と実績のある相手方と契約する必要がある。当協会は、
上記の条件を満足し、業務を遂行できる唯一の団体である。
従って、(社)近畿建設協会と随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6080 （社）近畿建設協会 平成１７年度証拠書類編纂等業務
林　正一　阪神国道事務所
兵庫県芦屋市川西町１４－１

平成17年4月1日 3,412,500

　本業務は、支払証拠書類等の編纂及び建設事業予算執行管
理システム（ＣＡＭＳ）のデータ入出力を行うもので、履行にあ
たっては、計算証明規則、近畿地方整備局資金前渡官吏計算
証明規則事務取扱要領及び支払証拠書類編纂要領、建設事
業予算執行管理システム手引書に基づき行うものである。上記
（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟し
た技術により、国土交通行政の補完的役割を果たし、もって国
土交通行政の発展に寄与することを目的として設立された公益
法人であり、近年の同種の業務を全て請負う実績を有し、経験
も豊かな人員を配することができることから、業務の履行にあ
たっては、業務の適正な成果が期待できる。本業務は、行政の
補完的役割を担い、機密の保持等の業務の性質上他の業者
に委ねるのが不可能であり、本業務の内容に精通した上記、
（社）近畿建設協会に随意契約するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6081 （社）近畿建設協会
証拠書類等編纂及び電算等業
務

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年4月1日 3,675,000

　本業務は行政行為の補助として行われる業務であり、迅速且
つ的確な業務の遂行を求められるものである。（社）近畿建設
協会は建設事業にかかる豊富な経験と習熟した技術により、
建設行政の補完的役割を果たし、もって、建設行政の発展に寄
与することを目的として設立された公益法人である。当法人は
本業務を遂行するうえで経理・契約制度に精通しており、当該
業務の実績もあり、経験豊かな熟練した者を多数保有してい
る。以上のことから、当該法人以外に本業務を行わせることは
極めて困難なため、随意契約するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6082 （社）近畿建設協会 契約補助業務
安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年10月4日 577,500

　　本業務は行政行為の補助として行われる業務で あり、迅速
且つ的確な業務の執行を求められるも のである。（社）近畿建
設協会は建設事業にかかる豊富な経験と習熟した技術によ
り、建設行政の補完的役割を果たし、もって、建設行政の発展
に寄与することを目的として設立された公益法人である。当法
人は本業務を遂行するうえで経理・契約制度に精通し、経験豊
かな熟練した者を多数有して いる。以上のことから、当該法人
以外に本業務を行わせることは極めて困難であるため、随意
契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6083 （社）近畿建設協会
平成１７年度証拠書類編纂等業
務

脇坂安彦　大戸川ダム工事事務
所　大津市大萱１－１９－３２

平成17年4月1日 3,885,000

  本業務の履行にあたっては、会計法等に基づき法令を遵守し
作成するものであり、行政事務経験が必要である。また、証拠
書は内部資料が多数あり外部に情報が漏れた場合　業務の支
障となり機密の保持が重要である。上記（社）近畿建設協会
は、建設行政の補完的役割を果たしもって建設行政の発展に
寄与することを目的に設立された公益法人であり、本業務に精
通した者を多数有し実績と信頼がある。以上の理由により、本
務業務の履行にあっては上記（社）近畿建設協会と契約しなけ
れば契約の目的を達することができないので随意契約し本業
務を的確に達成するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6084 （社）近畿建設協会
平成１７年度有資格業者追加認
定及び資料整理作業

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年9月15日 2,257,500

　 本業務は、大阪国道事務所における工事・コンサル業務関
係の発注指名業者選定を行うにあたり、系統だったデータ管理
を行い、パーソナルコンピュータにより迅速化を図るために、有
資格業者名簿の整理及び追加更新をおこない、資料の整理を
行うものである。社団法人近畿建設協会は、建設事業にかか
る豊富な経験と習熟した技術により建設行政の補完的役割を
果たし、もって建設行政の発展に寄与することを目的として設
立された公益法人である。上記法人は、幅広い業務に精通した
技術者を多く有していると共に、守秘義務と公平・中立な立場を
保持している。本業務は業者データを取り扱うことから、資料整
理の適正な管理、公平中立な立場及び機密の保持が強く求め
られるものであり、本業務を的確に履行するための要件に応え
られる唯一のものとして、社団法人近畿建設協会と随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量
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6085 （社）近畿建設協会
平成１７年度証拠書類編纂等業
務

松尾和巳　猪名川河川事務所
池田市上池田２－２－３９

平成17年4月1日 3,307,500

本業務の実施にあたっては、整理する資料を熟知し、会計法
他関連する諸法規に精通した業務を遂行することが必要であ
る。（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習
熟した技術により建設行政の補完的役割を果たし、もって国土
建設の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であ
り、建設事業に関する業務の受託を事業内容としており、近畿
管内における建設事業に関する多くの業務について、 十分な
信頼と実績をもっている。さらに、本業務の一部は「ＣＡＭＳ」を
操作することから、国土交通省の予算に関する内容を知る立
場となり、通常以上の守秘義務が生じるため、十分信頼ができ
る業者が必要となる。従って、本業務の執行について信頼と実
績のあり、かつ的確な判断が可能な管理者を多く有している
（社）近畿建設協会と随意契約をするものである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6086 （社）近畿建設協会
国有財産管理事務補助その他
業務

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年4月1日 3,360,000

長年建設行政に従事し、工事・管理等に関する幅広い経験を
活用して、建設行政の補完的役割を果たし、建設行政の発展
に寄与することを目的にした公益法人であり、当事務所が所掌
する各種業務に精通しており、近畿地方整備局管内における
実績も有している。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6087 （社）近畿建設協会
証拠書編纂事務補助その他業
務

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年4月1日 3,517,500

近畿地方整備局の事業の円滑な遂行に協力することを目的と
し、近畿地方整備局管内において実績をもっている。条件に合
致し、かつ営利を目的としない公益法人である当該法人以外に
ない。（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6088 （社）近畿建設協会
平成17年度証拠書類編纂及び
電算等業務

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年4月1日 3,780,000

本業務は、支払い証拠書類の編纂業務をはじめ、各種電算入
力・ワープ　　ロ等作業により、経理業務の適切な遂行を図るも
のである。本業務は、経理事務に於ける支払い証拠書類の編
纂及び建設事業予算執行管理システム(CAMS）による、電子
計算機へのデータ入出力業務を行うものであり、業務の円滑な
実施に際しては、国の会計事務に精通し、経理に関する知識と
事務機器の操作を行う技術が必要である。また、扱う書類につ
いては個人情報も多くあり秘密の保持が必要とされ、信頼性を
備えていることが不可欠である。（社）近畿建設協会は、建設業
に係る豊富な経験と習熟した技術により建設行政の補完的役
割を果たし、もって建設行政の発展に寄与することを目的に設
立された公益法人であり、その事業の内容は、建設事業普及
のための広報活動、建設事業施工の調査研究に関する事業、
建設工事の改良及び発展を図る事業、講演会・研究会その他
催し物の開催、建設事業に関する業務の受委託等多岐にわ
たっている。上記のとおり、当該業務内容について十分経験を
有し精通しており、適切な対応と処理が可能であるとともに、秘
密の保持についても、十分信頼できるものである。よって、（社）
近畿建設協会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（18年度から一般競
争入札等に移行）
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6089 （社）近畿建設協会
平成17年度有資格業者資料整
理･入力作業

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成18年1月16日 955,500

　(社)近畿建設協会は、建設行政に係る豊富な経験と習熟した
技術により、建設行政の補完的役割を果たすこと等を目的に設
立された公益法人である。その事業内容は、建設事業普及の
ための広報活動、建設事業施工の調査研究に関する事業、建
設事業に関する業務の受託等、多岐にわたっており、近畿地
方整備局においても豊富な実績を有している。本業務の実施
にあたっては、業者固有の情報が含まれていることから、機密
の保持には十分留意することが強く要求され、作業の性格上
信頼性と実績のある相手方と契約する必要がある。当協会は、
上記の条件を満足し、業務を遂行できる唯一の団体である。
従って、(社)近畿建設協会と随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6090 （社）近畿建設協会
平成１７年度証拠書類等編纂及
び電算等業務

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年4月1日 3,570,000

　本業務で扱う資料及び書類は行政文書であり、国土交通行
政に係る豊富な経験と専門的知識また、その取扱には高度な
機密性を有している。当法人は国土交通行政の補完を目的と
し、本業務に精通しかつ機密保持の信頼性が確保できる。（会
計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6091 （社）近畿建設協会
事業執行管理システムデータ入
力及び出力その他業務

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年4月1日 3,570,000

契約前入力等、公平に公表される以前のデータに基づく業務で
あり、高い機密性を求める等行政の補完として行う業務であ
り、同業務を実施できる唯一の者（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6092 （社）近畿建設協会 証拠書類等編纂その他業務
新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年4月1日 5,040,000

特殊な会計規定に精通し、個人の支払データ等機密保持にも
十分な配慮が必要であり、同業務に精通している唯一の者（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6093 （社）近畿建設協会 平成１７年度契約補助業務
後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年4月1日 294,000

（社）近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験と習熟した
技術により、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設行政
の発展に寄与することを目的として設立された公益法人であ
る。その事業内容は、建設事業普及のため広報活動、建設事
業施工の調査・研究に関する事業、建設事業に関する業務の
受注等、多岐にわたっており、近畿地方整備局管内において十
分な実績を持っている。本業務の実施にあたっては、建設業に
かかる豊富な経験と、習熟した技術を持ち合わせ、さらに近畿
地方整備局の契約例規に習熟し当局の契約事務に精通してい
ることが必要不可欠であり、一般業者に委託することは不可能
である。このことから、（社）近畿建設協会の他には、無く同法
人と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6094 （社）近畿建設協会
平成１７年度支払証拠書編纂業
務

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年4月1日 3,465,000

　本業務は、計算証明規則・会計法規に従い正確に実施しなく
てはならないため、会計法規についての知識を必要とする。ま
た、情報公開において非開示文書となる機密保持を要する書
類等を含むものであり、守秘義務が強く求められる業務であ
る。社団法人近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験
と技術により建設行政の補完的役割を果たし、建設行政の発
展に寄与することを目的に設立された公益法人である。同法人
は、会計法規に精通した職員を多く有していると共に、近畿地
方整備局の各事務所において同種業務について、豊富な実績
があり、機密保持に関し信頼できる成果を上げている。以上の
ことから近畿地方整備局管内において、会計法規についての
知識と豊富な実績及び信頼性を有する唯一の団体である社団
法人近畿建設協会と随意契約するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6095 （社）近畿建設協会
平成１７年度契約関係資料整理
等事務補助業務

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年12月12日 976,500

本業務は、豊岡河川国道事務所における契約情報の公表資
料の整理、契約台帳・契約書類の整理並びに電子入札に関す
る業務、物品管理台帳データ入力作業及び契約手続き・支払
に関する電算入力業務等を行うものであり、実施にあたり関係
法令等を十分理解し、契約全般の業務に精通していることが要
求される。また、契約に係る上記業務を通じて得た情報等は国
土交通省職員と同等の秘密の保持が求められる。上記法人
は、建設事業にかかる豊富な経験と技術により建設行政の補
完的役割を果たし、建設行政の発展に寄与することを目的に設
立された公益法人である。同法人は、近畿地方整備局の契約
例規、関係法令等についての知識と豊富な実績を有している。
近畿地方整備局管内において、行政上の豊富な知識と経験を
必要とする本業務を迅速かつ的確に履行し得る唯一の法人で
ある上記法人と随意契約するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6096 （社）近畿建設協会
平成１７年度証拠書類等編纂及
び電算業務

上下　芳夫　淀川ダム統合管理
事務所　大阪府枚方市山田池北
町１０－１

平成17年4月1日 3,045,000

　本業務は支払証拠書類等の編纂、電子計算機への各種デー
タの入出力業務を行うものであるが、迅速かつ的確に業務を実
施するためには専門的な業務に関する経験は勿論、関係法令
等に精通していることが必要である。　上記の近畿建設協会
は建設事業に係る豊富な経験と習熟した技術により建設行政
の補完的役割を果たし、もって建設行政の発展に寄与すること
を目的に設立された公益法人である。その事業内容は建設事
業普及のための広報活動､建設事業執行のための調査・研究
に関する事業、建設工事の改良及び発展を図る事業、講演会・
研修会・その他催し物等の開催、建設事業に関する業務の受
託等多岐にわたっており、近畿管内においても本業務と同様の
業務を多数実施し十分な実績を持っている。　また、豊富な経
験と業務に精通した職員を有し業務内容を熟知していること等
から判断して、本業務内容に も適合しているといえる。よっ
て、当該法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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び所在地

契約を締結した日
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（円）
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6097 （社）近畿建設協会
平成１７年度経理・契約関係入
出力等補助業務

前田陽一　浪速国道事務所　枚
方市南中振３－２－３

平成17年4月1日 3,202,500

　（社）近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験と習熟し
た技術により、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設行
政の発展に寄与する事を目的に設立された公益法人である。
　その事業内容は、建設事業普及のための広報活動・建設事
業施工の調査研究に関する事業・建設事業に関する業務の受
委託など多岐にわたっており、近畿管内において充分な実績を
持っている。
　本業務は毎月の支払決議書を編纂する業務をはじめ、国土
交通省における債権管理システムを操作することによる歳入の
執行管理を行う。
　又、オンライン作業として予算管理及び支払事務を中心とす
る経理事務の外、物品管理事務を補助する業務であり、これら
の諸帳票類の入出力作業並びに諸提出書類の作成、複写な
どの業務は機密性を求められるものである。
　以上のことから、他の業者では本業務の遂行は困難であり、
建設行政の補完的役割を果たし、営利を目的としない公益法
人である（社）近畿建設協会と随意契約することが適切である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6098 （社）近畿建設協会
平成１７年度企画部関係文書整
理・分類等業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年9月13日 2,646,000

　近畿地方整備局企画部内で保有している文書は、内部にお
いて作成した文書を始め、業務の成果として提出された報告
書、関係機関等から提出された資料等極めて機密性が高く、個
人情報など漏洩防止において信頼性を備えていることが不可
欠である。
　また直轄事業等の実施による各分野における行政文書は、
法的内容から技術的内容までその範囲は広く、かつ専門分野
も多く、本作業の履行にあたっては、豊富な行政経験を有し、
幅広く専門的に業務に精通していることが不可欠である。上記
法人は、長年建設行政に従事し、取得した工事、管理等に関す
る広い経験を活用して建設行政の補完的役割を果たし、業務
遂行にあたり幅広い業務に精通した技術者を多く有している。
以上のことから、他の業者では本業務の遂行は困難であり、上
記法人と随意契約を行うことが適切である。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6099 （社）近畿建設協会
平成１７年度行政文書（路政課）
整理業務（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年11月16日 2,100,000

本業務は、近畿地方整備局道路部路政課が保有する多種多
様な行政文書、約３千冊内に記載される個人情報の有無を確
認し、行政文書ファイルへの明示とともに、文書分類ごとに再
配架することを目的としている。路政課が保有する行政文書
は、裁判関係資料、許認可事務関係資料、敷地管理関係資
料、区域変更・供用開始関係資料等その範囲は多岐にわた
り、かつ専門分野も多く、個人情報が記載されているファイルの
確認・選別作業に当たっては、幅広く専門的に業務に精通して
いることが必要不可欠である。上記法人は、国土交通行政全
般にわたる幅広い経験を活用し、国土交通行政の補完的役割
を果たし、その発展に寄与することを目的に設立された法人で
ある。本業務の遂行に当たっては、同法人は、長年道路行政に
関する業務に従事し、かつ専門分野に精通した人材を確保して
おり、本業務を迅速かつ的確に履行しうる唯一の法人である。
よって、上記法人と随意契約するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量
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6100 （社）近畿建設協会
平成１７年度行政文書データ登
録作業

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年11月18日 1,302,000

本業務は、情報公開の趣旨に則り、行政文書ファイル管理簿
のデータを行政文書ファイル管理システムに登録するものであ
る。上記法人は、建設行政の発展に寄与することを目的に設立
された法人であり、永年にわたり幅広い経験を活用して建設行
政の補完的役割を果たしており、当業務遂行にあたって必要と
される情報公開法に基づく文書整理の知識及び近畿地方整備
局管内で取り扱う多種多様な行政文書とその内容に関する知
識も持ち合わせている。以上のことから、他の業者では本業務
の内容や特性を熟知し、実施することが困難であるため、上記
法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6101 （社）近畿建設協会
平成１７年度大阪国道事務所行
政文書整理・分類等業務

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年6月7日 3,937,500

　本業務は大阪国道事務所で保有する平成１６年度に作成し
た多種多様な行政文書の整理・分類を実施し、行政文書の適
正な管理を行うとともに、平成１３年４月より施行された「行政機
関の保有する情報の公開に関する法律」による開示請求に対
応することができるよう作成が義務づけられた行政文書ファイ
ルを作成するものである。本業務の実施にあたっては、土木技
術等に関する十分な専門知識のほか、各種法令等の知識はも
とより、行政の補助的業務を執行するに際しての様々な専門知
識と、それらの業務に関する豊富な経験が求められる。社団法
人近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟した
技術により建設行政の補完的役割を果たし、もって建設行政の
発展に寄与することを目的として設立された公益法人である。
社団法人近畿建設協会は、土木技術等に関する専門的知識
や豊富な経験はもとより、行政の補助的業務に関する高度な
業務執行能力といった点で、行政の補助業務に従事できる職
員を適切に配置し、指導・監督していく体制を有する能力と実
績がある団体である。本業務を的確に履行するための要件に
応えられる唯一のものとして、社団法人近畿建設協会と随意契
約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6102 （社）近畿建設協会
平成１７年度京都営繕事務所行
政文書整理・分類等業務

岩月　邦文　京都営繕事務所
京都市左京区丸太町通川端東
入東丸太町３４－１２

平成17年6月17日 1,522,500

近畿地方整備局　京都営繕事務所内で保有している文書は、
内部において作成した文書を始め、業務の成果として提出され
た報告書、関係機関等から提出された資料等極めて機密性が
高く、個人情報等の漏洩防止において信頼性を備えていること
が不可欠である。　　また直轄事業等の実施による各分野にお
ける行政文書は、法的内容から技術的内容までその範囲は広
く、かつ専門的分野も多く、本業務の履行にあたっては豊富な
行政経験を有し、幅広く専門的に業務に精通していることが不
可欠である。
　　　上記法人は、長年工事・管理等に関する幅広い経験を活
用して国土交通　　行政の補完的役割を果たしてきた。また、
国土交通行政の発展に寄与することを目的に設立した法人で
あり、業務遂行にあたり幅広い業務に精通した技術者を多く所
有している。
      また、平成１６年度の文書整理．分類等業務も上記法人に
発注したところ特に問題も無く成果を提出した実績がある。
　　　従って、本業務を も適切に履行できるものは上記法人
以外にないこととから、随意契約を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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6103 （社）近畿建設協会
平成１７年度木津川上流河川事
務所行政文書整理・分類等業務

谷　﨑　保　木津川上流河川事
務所　三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年6月21日 2,047,500

　近畿地方整備局木津川上流河川事務所で保有している文書
は、内部において作成した文書を始め、業務の成果として提出
された報告書、関係機関等から提出された資料等極めて機密
性の高く、個人情報等の漏洩防止において信頼性を備えてい
ることが不可欠である。また、直轄事業等の実施による各分野
における行政文書は、法的内容から技術的内容までその範囲
は広く、かつ専門分野も多く、本業務の遂行に当たっては豊富
な行政経験を有し、幅広く専門的に業務に精通していることが
不可欠である。上記法人は、長年建設行政に従事し、工事・管
理等に関する幅広い経験を活用して建設行政の補完的役割を
果たし、建設行政の発展に寄与することを目的とした法人であ
り、業務遂行に当たり幅広い業務に精通した技術者を多く所有
している。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6104 （社）近畿建設協会
平成１７年度福井河川国道事務
所行政文書整理・分類等業務

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年5月19日 2,320,500

当事務所は、福井県内全般にわたり、多分野の幅広い事業を
展開していところであり、広く地域住民、行政機関に対し事業内
容の広報活動を行うことは、事業を円滑に推進するためには極
めて重要である。当業務は、広報に関する資料整理等を行うこ
とにより当事務所の広報活動の円滑な推進を図るものである
が、記者発表前の資料などは特に機密の保持を必要とする業
務のうえ、資料等の紛失防止についても 善の注意を図る必
要がある。このため、本業務の履行にあたっては、直轄事業等
の把握及び幅広く業務に精通していることと、機密の保持にお
いて信頼性を備えていることが不可欠である。上記法人は、国
土交通行政の発展に寄与することを目的に設立された法人で
あり、その補完的役割を果たし、幅広く業務に精通し、信頼性も
備えている。以上のことから、本業務を遂行できるのは、唯一こ
の法人であることから随意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6105 （社）近畿建設協会
平成１７年度行政文書整理・分
類等業務

元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成17年7月12日 1,627,500

　本業務は、大和川河川事務所で保有する行政文書を整理・
分類し、行政文書ファイルを作成するものであるが、特に業務
の性質上、これらの整理すべき行政文書には、個人情報等機
密保持の高いものが多く含まれているため、情報等の漏洩防
止に高い信頼性を備えていることが必要不可欠である。また、
直轄事業等の実施による各分野における行政文書は、法的内
容から技術的内容までその範囲は広く、かつ専門的分野も多
く、平成１６年度文書の情報公開に向けて限られた期間内に文
書の整理を行い、ファイル管理簿を作成するためには豊富な行
政経験を有し、幅広く専門的な業務に精通していることが不可
欠である。（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経
験と習熟した技術により、建設事業の円滑な推進に資するとと
もに、国土交通行政の補完的役割を果たし、もって国土開発の
発展に寄与することを目的に設立された公益法人であり行政
文書の分類・整理に関して実績があるとともに、技術者も幅広
い知識と経験を有し、業務に精通したものが多く在職し、機密
性の保持にも信頼がおけるものは他にないことから、本業務の
遂行にあたっては、上記法人と随意契約を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6106 （社）近畿建設協会
平成１７年度淀川河川事務所文
書管理室運営業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年4月1日 53,760,000

　本業務は、淀川河川事務所における文書管理室の運営業務
を行うものである。このため、業務内容を熟知しておくことはも
ちろん、地域の状況、河川管理施設等の構造特性の知識を有
したものでなければならない。上記、（社）近畿建設協会は、建
設事業にかかる豊富な経験と習熟した技術により、建設行政
の補完的役割を果たし、もって建設行政の発展に寄与すること
を目的に設立された公益法人である。本業務の実施に当たっ
て、上記業者は、近畿地方整備局内の同様な業務を各種受注
しており充分な実績を有している。また淀川河川事務所内の河
川の特性及び諸施設の諸元に精通した経験豊富な業務担当
者を多く有し、河川の保全、調査、研究など国民の生活環境の
向上に寄与し、河川行政における各種文書に精通していること
から文書管理を目的とした業務を行うことができる。このことか
ら、当該業務を実施するに当たり、円滑かつ適切な履行を行う
上で高度な知識及び技術力を有している業者は上記以外にな
く、上記業者と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6107 （社）近畿建設協会
平成17年度六甲砂防事務所行
政文書整理・分類等業務

吉川　知弘　六甲砂防事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉東町
３－１３－１８

平成17年6月29日 2,100,000

六甲砂防事務所で保有している文書は、内部において作成し
た文書を始め、業務　の成果として提出された報告書、関係機
関等から提出された資料等多岐にわたっており、又、その多く
が個人情報等を含む内容であるため、本業務の遂行に当たっ
ては、公平・中立性及び個人情報等の漏洩防止における守秘
義務が強く求められる。又，直轄事業等の実施に係るそれらの
行政文書は、法的内容から技術的内容までその範囲は広く、
かつ専門的内容であるため、本業務の遂行にあたっては、豊
富な行政経験を有し、幅広い知識と習熟した技術も求められ
る。上記法人は、建設業務に係る豊富な経験と習熟した技術に
より、国土交通行政の　補完的役割を果たし、もって国土交通
行政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であ
り、本業務を公平・中立に機密を保持しながら遂行する信頼性
は高く、かつ、本業務で必要とされる広く専門的な知識を持った
行政経験豊かな技術者を多数有している。なお、同法人は昨
年度までにおいても、当該「行政文書整理・分類等業務」を行
い、本業務の内容に精通している。以上のことから、本業務の
遂行に必要な上記条件を満たす知識、技術、経験を有し、守秘
義務と公平・中立な立場を保持して業務の遂行が可能である
唯一の法人で上記法人と随意契約を行うものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）
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6108 （社）近畿建設協会
平成１７年度行政文書整理・分
類等業務

大槻英治　和歌山河川国道事務
所
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年6月17日 2,467,500

本業務の実施にあたって、近畿地方整備局（和歌山河川国道
事務所）内で保有している行政文書は法的なものから技術的な
ものまで幅広い内容があり、かつ、数多くの専門的なものも含
まれる。その文書を整理・分類するためには「近畿地方整備局
事務所及び出張所文書管理細則」及び「近畿地方整備局文書
保存区分表」に熟知していると共に、豊富な経験・知識が必要
である。また、職員が職務上作成した文書を始め業務の成果と
して提出された資料等があり、いづれも適正な管理、保管を必
要とし、文書も数多く存在しているため、業務内容に関する機
密保持及び漏洩の防止が必要であり、個人情報等の漏洩防止
を図る必要性がある。上記法人は、管内での行政文書の整理・
分類等の発注を通じて、文書管理細則及び保存区分について
熟知しており、業務内容に関する機密保持の確実な実施につ
いても信頼に足る豊富な実績を有しています。以上の通り、本
業務の実施にあたって必要とされる条件を満足するのは、管内
においては（社）近畿建設協会が唯一であることから、上記法
人と随意契約を行うことが適切である。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6109 （社）近畿建設協会
平成１７年度旧川上出張所書庫
資料整理業務

細川　雅　紀の川ダム統合管理
事務所　五條市三在町1681

平成17年9月12日 8,715,000

本業務を実施するにあたっては、近畿地方整備局業務に精通
し、行政文書の管理について専門的な知識を有していること、
及び個人情報等を扱うこととなるため機密保持についての信頼
度の高さが求められる。　（社）近畿建設協会は、「建設事業の
円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与する。」ことを
目的として設立された公益法人である。その事業の内容は、建
設事業普及のための広報活動・調査研究に関する事業・建設
事業に関する受託等多岐にわたっており、近畿地方整備局管
内においても多大な実績を有している。従って、各種事業に精
通した経験豊富な職員を有し、十分な業務上の知識と経験が
あり良好な成果が期待でき、また、機密保持の重要性も十分理
解した本業務にふさわしい適切な人材を確保できるのは、当該
法人以外に存在しない。　よって、（社）近畿建設協会と随意契
約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6110 （社）近畿建設協会
平成１７年度行政文書整理・分
類等業務

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年6月7日 2,625,000

紀南河川国道事務所内で保有している文書は、内部において
作成した文書を始め、業務の成果として提出された報告書、関
係機関等から提出された資料等極めて多種多様な文書があ
り、その中には個人情報等に関するものも含まれその整理に
当たっては、極めて機密の保持を要する等、業務の性格上信
頼性と実績のある相手方と契約する必要がある。また、直轄事
業の実施による各分野における行政文書は、法的内容から技
術的内容までその範囲は広く、かつ専門分野も多く、本業務の
履行に当たっては豊富な行政経験を有し、幅広く専門的に業務
に精通していることが不可欠である。上記法人は、長年建設行
政に従事し、工事・管理等に関する幅広い経験を活用して建設
行政の補完的役割を果たし、建設行政の発展に寄与すること
を目的に設立された法人であり、業務遂行にあたり幅広い業務
に精通した技術者を多く所有している。以上のことから、他の業
者では本業務の遂行は、困難であり、上記法人と随意契約を
行うことが適切である。業務の実施ができる業者がおらず上記
協会に委託をしている。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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契約を締結した日
契約金額
（円）
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6111 （社）近畿建設協会 行政文書整理・分類等業務
東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年5月20日 3,664,500

  当事務所で保有している行政文書は、道路計画から工事発
注及び道路管理等に至るまで、法的、技術的内容等その範囲
は広く、高度かつ専門的であり､本業務の履行にあたっては豊
富な行政経験を有するとともに幅広い業務に精通していること
が不可決である。上記法人は、工事・管理等に関する幅広い経
験を活用して建設行政の補完的役割を果たし、建設行政の発
展に寄与することを目的に設立された法人である。永年建設行
政に従事し、行政経験が豊富な職員を多数有しており、行政文
書の整理分類等の本業務を的確かつ短期間に実施できる唯
一の者であることから、上記（社）近畿建設協会と随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6112 （社）近畿建設協会
平成１７年度行政文書整理・分
類等業務

山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成17年7月21日 1,543,500

本業務は、近畿技術事務所に保有する行政文書を整理・分類
し 、 行政文書ファイルを作成するものである。業務の性質上、
本業務 を取り扱う従事者は個人情報保護法等関係法令に熟
知する必要が ある。特に所内で保有する全ての行政文書を取
り扱うことから個 人情報等機密保持の高いものが多く含まれて
いる。このため文書 を取り扱う者は情報等の漏洩防止に高い
信頼性を備えていること が必要不可欠である。また、各分野に
おける行政文書は、法的内容から技術的内容までその範囲は
広く、かつ専門的分野も多く、本業務の履行に当たって豊富な
行政経験を有し、幅広く専門的に業務に精通している ことが不
可欠である。（社）近畿建設協会は、永年建設行政に従事し、
幅広い経験を活用して建設行政の補完的役割を果たし、建設
行政の発展に寄与することを目的に設立した法人であり、本業
務で必要とされる専 門的知識を持った行政経験豊かな技術者
を多数有し、行政文書の 分類・整理に関しての実績があるとと
もに、機密性の保持にも信 頼がおけるものは他にはない。な
お、枚方支所は近畿技術事務所がある枚方地区を担当してい
る。 以上のことから本要件を満足するのは（社）近畿建設協会
枚方支所以外ないため、当該協会と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
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（円）
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6113 （社）近畿建設協会
平成１７年度滋賀国道事務所行
政文書電子化作業

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年12月20日 28,140,000

  本業務は滋賀国道事務所内の工事設計書及び業務成果報
告書等を電子化して整理保存するものである。従来のマイクロ
フィルム化作業を電子化作業として行うものであり、大量の行
政文書を５箇年計画で整理保存することとしている。今年度は
その年次計画に基づき昨年度に引き続き実施するものである。
対象となる文書は専門的分野の資料も多く、かつ多岐にわたっ
ており、文書内容の確認、整理・分類、入力順序の設定等の前
処理がきわめて重要となる。この作業に当たっては豊富な行
政・技術経験を有し、かつ幅広く専門的に業務に精通している
ことが不可欠である。（社）近畿建設協会は、建設事業に係る
豊富な経験と習熟した技術により、建設行政の補完的役割を
果たし、もって建設行政の発展に寄与する事を目的に設立され
た公益法人である。その事業の内容は、建設事業普及のため
の広報活動、建設事業施工の調査研究に関する業務の委託
等、多岐に亘っており、近畿管内において十分な業務実績を多
く持ち、かつ業務遂行にあたり幅広い業務に精通した技術者を
多く有している。また、長年にわたり行政に従事していることか
ら特に「守秘義務」については熟知している。また、上記法人は
従来のマイクロフィルム化作業の時代からの本業務と同種業
務を長年行い、かつ「文書管理センター」を有し、業務に必要な
実施体制を確立していると共に、当該作業に必要なダイレクト
スキャニング等の必要機器類も保有していることから業務執行
能力が十分にあると判断される。よって上記協会と契約を締結
しなければ契約の目的を達する事ができないため、上記法人と
随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6114 （社）近畿建設協会
平成１７年度行政文書整理・分
類等業務

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年6月23日 19,845,000

滋賀国道事務所で保有している文書は、内部で作成した文書
を始め、業務の成果として提出された報告書、関係機関等から
提出された資料等極めて機密性が高く、個人情報等の漏洩防
止において信頼性を備えていることが求められる。
　また、直轄事業等の実施による各分野における行政文書は、
法的内容から技術的内容までその範囲は広く、かつ専門的分
野も多いため、本業務の履行にあたっては豊富な行政経験を
有し、幅広く専門的に業務に精通していることが求められる。
　上記法人は、長年建設行政に従事し、工事管理等に関する
幅広い経験を活用して建設行政の補完的役割を果たしてきて
おり、機密保持については信頼でき、かつ業務遂行に必要な幅
広い業務に精通した技術者を数多く有している。
　以上のことから、他の業者では本業務の遂行は困難であり、
上記法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6115 （社）近畿建設協会
平成１７年度大阪国道事務所行
政文書電子化作業（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年8月29日 23,045,000

　 本業務は、大阪国道事務所管内の行政文書を電子化により
整理保存するものである。対象となる行政文書（設計図書等）
について、事務所倉庫に立ち入り文書選別の上持ち帰り、文書
内容の確認、分類・整理及び入力順序の設定等を行い電子化
を行うものである。そのため、対象文書の整理・管理について
は、漏洩防止等の機密保持に関する信頼性に加え、豊富な行
政（技術）経験を有し、且つ幅広く専門的に業務に精通している
ことが不可欠である。社団法人近畿建設協会は、建設事業に
かかる豊富な経験と習熟した技術により建設行政の補完的役
割を果たし、もって建設行政の発展に寄与することを目的として
設立された公益法人である。上記法人は、幅広い業務に精通
した技術者を多く有していると共に、守秘義務と公平・中立な立
場を保持している。さらには、「文書管理センター」を有してお
り、本業務に必要な技術者及び機器等の実施体制を確立して
いる。本業務を的確に履行するための要件に応えられる唯一
のものとして、社団法人近畿建設協会と随意契約を行うもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6116 （社）近畿建設協会
平成１７年度行政文書整理・分
類等業務

松尾和巳　猪名川河川事務所
池田市上池田２－２－３９

平成17年6月9日 1,281,000

猪名川河川事務所内で保存している文書は、内部において
作成した文書を始め、業務の成果として提出された報告書、関
係機関等から提出された資料等極めて機密性が高く、個人情
報の漏洩防止において信頼性を備えていることが不可欠であ
る。また、直轄事業の実施による各分野における行政文書は、
法的内容から技術的内容までその範囲は広く、かつ専門的分
野も多く、本業務の履行にあたっては豊富な行政経験を有し、
幅広く専門的に業務に精通していることが不可欠である。当協
会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟した技術により建
設行政の補完的役割を果たし、もって国土建設の発展に寄与
することを目的に設立された公益法人であり、近畿管内におけ
る建設事業に関する多くの業務について十分な信頼と実績を
もっている。したがって、 本業務の執行について信頼と実績が
あり、かつ的確な判断が可能な業務管理者を多く有している
（社）近畿建設協会と随意契約をするものである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6117 （社）近畿建設協会
平成１７年度行政文書整理・分
類等業務

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年8月23日 2,205,000

国土交通行政に係る各種法令に関する十分な専門知識はもと
より、土木技術の知識等も含めて幅広く業務に精通しているこ
とが求められることと併せ、「行政機関の保有する情報の公開
に関する法律」自体についても、その意義と内容を充分に理解
している必要があることから、他の業者では本業務の遂行は困
難であり、本業務を的確に履行できる唯一の団体と認められる
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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（円）
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6118 （社）近畿建設協会
平成17年度行政文書整理・分類
等業務

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年6月21日 2,625,000

本作業は、琵琶湖河川事務所内で保有する多種多様な行政文
書の整理・分類を実施し、行政文書の適正な管理を行うととも
に、平成１３年４月１日から施行された「行政機関の保有する情
報の公開に関する法律」による開示請求に適切に対応すること
ができるよう作成が義務付けられた、行政文書ファイル管理簿
の平成１７年度分を作成するものである。直轄事業等の実施に
よる各分野における行政文書は、法的内容から技術的内 容ま
でその範囲は広く、かつ専門的分野も多く、本業務の履行にあ
たっては、豊富な行政経験を有し、幅広く専門的に業務に精通
していることが必要である。また、琵琶湖河川事務所内で保有
している文書は、内部において作成した文書を始め、業務の成
果として提出された報告書、関係機関等から提出された資料等
多岐にわたっており、保有文書の中には個人情報等を含む文
書が混在しており、個人情報の保護の観点から高度の守秘義
務が求められ、かつ、中立性・公平性を備えていることが不可
欠である｡上記法人は長年建設業務に従事し、工事・管理等に
関する幅広い経験を活用して建設行政の補完的役割を果た
し、建設行政の発展に寄与することを目的に設立された法人で
あり、業務の遂行にあたり高度な知識と当該業務に精通した技
術者を多く有し、また平成１６年度の「行政文書整理・分類等業
務」を受託など十分な実績と信頼があり、中立性・公平性が確
保できる法人である｡以上のことから、上記法人と随意契約す
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6119 （社）近畿建設協会
平成１７年度行政文書整理・分
類等業務

井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年5月17日 30,607,500

 　本業務は、行政文書の整理、分類という性格上、その執行に
当たっては、厳格な秘密保持及び行政文書に対する知識、理
解が不可欠である。そのため、長年建設行政の補完的な役割
を果たし、行政経験豊富な者を有するものが行うことが適当と
思われる。
　（社）近畿建設協会は、長年建設行政に関連する業務に従事
し、工事・管理等に関する幅広い経験を活用して建設行政の補
完的役割を果たし、建設行政の発展に寄与することを目的に設
立された法人であり、業務遂行にあたり幅広い業務に精通した
技術者を多く所有している。
　（社）近畿建設協会は、関係法令等を十分理解し、特に個人
情報など非公開情報の取り扱い等に精通した行政経験豊富な
者を多数有している唯一の法人である。また、行政文書の内容
は、法的なものから技術的なものまでその範囲は広く、かつ専
門的な分野も多く含まれているが、当該業者は豊富な実務経
験を有する技術者を有し、専門的な業務に幅広く精通している
ため、本業務の執行能力は十分有していると認められる。従っ
て契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するた
め、（社）近畿建設協会と随意契約を締結するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量
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6120 （社）近畿建設協会
平成１７年度福井河川国道事務
所道路関係文書整理分類等業
務（一式）

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成18年2月24日 19,845,000

　本業務の対象となる事務所保有文書には、路線公表前の検
討業務や希少生物の調査報告書等の極めて機密性が高い報
告書や、用地補償関係資料のように個人情報等の漏洩防止に
関して細心の注意を払わなければならない書類が含まれてい
る。直轄事業等の実施による各分野における行政文書は、法
的内容から技術的内容までその範囲は広く、かつ専門分野も
多い。
　台帳（データベース）作成にあたっては、各文書間連携やキー
ワードの抽出を行う必要がある。そのため、豊富な行政経験を
有し、幅広く専門的に業務に精通していることが不可欠である。
　上記法人は、長年にわたって国土建設行政に従事し、調査・
計画・設計積算・管理等に関する幅広い経験と知識を活用して
国土建設に関する行政補完の役割を果たし、もって国土開発
の発展に寄与することを目的に設立された法人である。
　上記法人は、業務遂行にあたり幅広い業務に精通した技術
者を多く有しているとともに、長年にわたり行政に従事している
ことから、特に「守秘義務」については熟知している。
　以上の理由により、（社）近畿建設協会が本業務を遂行する
にたる唯一の法人であると判断する。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

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

6121 （社）近畿建設協会
平成１７年度兵庫国道事務所行
政文書電子化業務

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年12月22日 7,371,000

機密保持に関する信頼性と国の行政（技術）経験を豊富に有
し、文書管理センターを有する等本業務に必要な実施体制を確
立している唯一の者（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6122 （社）近畿建設協会
平成１７年度豊岡河川国道事務
所行政文書移動・整理・分類等
業務

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年7月5日 5,040,000

本業務は、多種多様な行政文書を扱う必要があり、その中には
守秘事項に該当するものも多く、本業務履行に当たっては機密
の保持と信用性が必要である。また、その行政文書は、法的内
容から技術的内容までその範囲は広く、かつ専門的分野も多
く、本業務履行に当たっては、豊富な行政経験を有し、業務に
精通している必要がある。（社）近畿建設協会は、建設行政の
補完的役割を果たし、建設行政の発展に寄与することを目的に
設立された法人であり、長年建設行政に関連する豊富な実務
経験を有し、行政文書の内容にも熟知している。同法人は、本
業務の遂行に必要な上記条件を満たす知識、技術、経験を有
し守秘義務と公平・中立な立場を保持して業務を履行できる唯
一の法人である。したがって、本業務の実施にあたり（社）近畿
建設協会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（18年度から一般競
争入札等に移行）
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6123 （社）近畿建設協会
平成１７年度行政文書管理他業
務

前田陽一　浪速国道事務所　枚
方市南中振３－２－３

平成17年4月1日 3,307,500

　（社）近畿建設協会は、国土交通事業にかかる豊富な経験と
習熟した技術により、国土交通行政の補完的役割を果たし、
もって国土交通行政の発展に寄与することを目的に設立された
公益法人である。
　その事業内容は、国土交通事業普及のための広報活動・国
土交通事業施工の調査研究に関する事業・建設工事の改良及
び発展を図る事業・講演会、研究会その他の催物の開催・国土
交通事業に関する業務の受委託等、多岐にわたっており、近
畿地方整備局管内において十分な実績を持っている。
　本業務は、当事務所全体の窓口としての電話交換及び機密
性の高い資料整理等を目的としているが、適切、かつ速やかな
電話の取り次ぎ、及び情報漏洩の防止を必要とするものであ
り、実施にあたっては、業務に精通した経験豊富な人材を多数
有し、当業務の実績があり信頼性を有していることが必要であ
る。
　以上のことから、本業務を遂行できるのは、（社）近畿建設協
会のみであり、（社）近畿建設協会と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6124 （社）近畿建設協会
平成１７年度浪速国道事務所行
政文書整理・分類等業務

前田陽一　浪速国道事務所　枚
方市南中振３－２－３

平成17年7月22日 2,047,500

　本業務は、浪速国道事務所において作成された行政文書に
ついて、適正な管理を行う事を目的として整理及び分類を行う
と同時に、地方整備局文書管理規則第３１条第６項の規定に
基づき行政文書ファイル管理簿を更新するものである。これは
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に対応した
ファイルであり、正確かつ適正な整備を行うことが要求され、高
度な知識と経験が必要である。また、この業務によって得られ
る企業等に関する情報の機密保持には、十分留意する事が求
められる。
　上記法人は、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設行
政の発展に寄与する事を目的に設立された公益法人であり、
近畿地方整備局管内における建設事業に関する事業につい
て、多岐に渡り十分な実績を持っている。
　特に上記法人は、当事務所において「行政文書管理他業
務」、「業務データ補助業務」に携わっており行政文書の適正な
整理及び分類に精通し、それらの知識及び経験が豊富な者を
多数有している。また、さらに、営利を目的としない公益法人で
あることから、本業務の実施については上記法人しかない。
　従って、上記法人と随意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（18年度から一般競
争入札等に移行）
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6125 （社）近畿建設協会
国有財産価格改定資料調整業
務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年2月7日 11,014,500

  本業務は、近畿地方整備局所管に係る国有財産の土地につ
いて、国有財産法施行令第２３条に定める５年毎の台帳価格
改定　　　　　　　　に関する資料調整を行い、以て適切な国有
財産台帳管理に資するものである。国有財産の価格改定業務
に当たっては、国有財産法令・財務省通達等の諸規程を理解
しているほか、近畿地方整備局が所管している国有財産の位
置・構造や実態に熟知していることが求められる。特に、一画
地が複数会計・複数口座に管理されている場合には、財産を
一体として整理する必要があり、その複雑多岐な現状を的確に
把握し判断しないと評価方式の選定や画地全体の評価にも大
きく影響するため、特別な知識が必要不可欠である。上記法人
は、国土交通行政に係る豊富な経験と習熟した能力により、国
土交通行政の補完的役割を果たし、以て国土交通行政の発展
に寄与することを目的に設立された法人である。本業務の遂行
に当たっては、国有財産諸法令等専門分野に精通した人材を
確保しており、本業務を迅速かつ的確に履行しうる唯一の法人
である。よって、上記法人と随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6126 （社）近畿建設協会
平成１７年度情報公開室等にお
ける受付業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 22,648,500

本業務は、近畿地方整備局情報公開室において情報公開法
に基づく行政文書の開示請求に対する窓口での受け付け業
務、行政文書の特定業務、行政文書担当の主務課との連絡業
務、開示に伴う閲覧及び写しの交付等の各種業務の円滑な遂
行、さらには行政文書閲覧制度みによる閲覧者への対応を行
う。また、総務課分室等で郵便物等授受、総務課分室の管理
業務及び電話交換業務を目的とする。業務の履行にあたって
は、多岐にわたる開示請求、郵便物等の授受のため、豊富な
行政経験と、幅広く専門的に業務に精通していることが不可欠
であり、さらに情報公開法の主旨を理解し、多岐にわたる行政
文書の内容について請求者等に対し細部にわたる説明が要求
されるものである。上記法人は、長年建設行政に従事し、総
務・経理契約・工事・管理等に関する幅広い経験と精通した技
術者を有している唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

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

6127 （社）近畿建設協会
近畿地方整備局事業資料増刷
業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月26日 336,000

　本件で増刷する「元気アップ！関西」は、関西が魅力あふれ
る注目すべき地域であることを全国に発信するために制作され
た冊子である。　今回増刷するvol.1～4は、平成１６年度に（社）
近畿建設協会（以下「上記法人」という）によって制作されたも
のであり、上記法人が版権を保有している。よって、本冊子を
増刷できるのは上記法人しかなく、本業務を遂行できる唯一の
団体である。　よって、上記法人と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6128 （社）近畿建設協会
平成１７年度国営明石海峡公園
台帳附図等作成

松本　勝正　国営明石海峡公園
事務所　神戸市中央区磯上通4
－1－6

平成18年2月1日 3,885,000

当該業務に従事する者は国有財産法及び建物等の保全に関
する基準実施に係る要領等の関係条文及び国有財産の管理
のあり方等を熟知し、国有財産管理事務に精通していることを
要する。上記（社）近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経
験と習熟した技術により、建設行政の補完的役割を果たし、
もって建設行政の発展に寄与することを目的に設立された公益
法人であり、その事業内容は、建設事業普及のための広報活
動、建設事業施工の調査研究に関する事業、建設事業に関す
る業務の受託など、管内において充分な経験と実績を有し、か
つ国有財産管理事務に精通した職員が配置されており、公平・
中立的な立場を保持して業務を遂行できる唯一の法人である。
併せて、今回実施する作業は昨年度に継続して実施するもの
であり、その元となる入力伝票の作成を当協会が実施してお
り、建物保全台帳の作成についても、そうした過去のデータの
積み上げで作成する必要があることから当近畿建設協会と随
意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6129 （社）近畿建設協会
平成17年度天ヶ瀬ダム再開発
事業事業費等整理業務

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年4月1日 3,727,500

本業務は、開発工務課が担当する、特定多目的ダム法に基づ
く平成１６年度天ヶ瀬ダム再開発事業費の執行に関する資料
作成整理、水理・水文資料整理及び、事業執行に関する基礎
資料等の作成・整理（データ入力を含む）を行うものである。開
発工務課で実施する特定多目的ダム法に基づくダム事業執行
に関する書類の作成事務等を行い、ダム事業の円滑化をはか
るものである｡本業務は、天ヶ瀬ダム再開発事業費の執行に関
する資料作成整理、事業執行に関する基礎資料等の作成・整
理（データ入力を含む）を行うものである。その資料作成及び整
理にあたっては、個人情報等の漏洩防止において、信頼性を
備えていることが不可欠である。上記法人は、長年建設業務に
従事し、工事・管理に関する幅広い経験を活用して建設行政の
発展に寄与することを目的に設立した法人であり、業務の執行
に当たり幅広い業務に精通している。以上のことから、他の業
者では本業務の遂行は困難であり、上記法人と随意契約する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6130 （社）近畿建設協会
瀬田川砂防工事資料等整理業
務

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年4月1日 3,937,500

本業務は、瀬田川砂防事業による平成８年度以降における工
事資料等について整理し、砂防設備台帳に追記すると共に、電
子データとして整理し砂防設備の管理、地元対応に対する迅
速性の確保、情報公開に対応するものである。本業務の履行
にあたっては、過去に施工した砂防設備の設計図書、地元対
応関係図書、用地関係図書、工事関係図書等を用いて実施す
るものであ　　り、これらの資料の中には地元関係の個人の情
報が多く含まれており、これら情報の機密保持が非常に重要で
ある。 （社）近畿建設協会は、建設事業の円滑な推進に資する
ことを目的に設立されたものであり、行政補助を始めとするこれ
らの同種業務の経験も豊富である。従って、（社）近畿建設協
会に随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6131 （社）近畿建設協会 管理課資料整理等補助業務
河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年10月5日 1,848,000

本業務は、管理課が担当する河川管理・電気通信・洗堰操作
について、業務の円滑化を図るため、関係資料の整理等を行う
ものである本業務は、管理課における河川占用に係る技術審
査を始め河川管理施設の維持・管理、瀬田川洗堰の操作、琵
琶湖河川事務所管内の電気・通信施設に係わる計画・設計・工
事発注・工事監督・維持管理とその業務は多岐にわたっている
これらの業務を円滑に行うため、関係資料の整理等を行うもの
である。その資料整理にあたっては、個人情報等の漏洩防止
において、信頼性を備えていることが不可欠である。上記法人
は、長年にわたって国土建設行政に従事し、河川管理に関す
る幅広い経験を活用して、建設行政の発展に寄与することを目
的に設立した法人であり、業務の執行に当たり幅広い業務に
精通している。以上のことから、他の業者では本業務の遂行は
困難であり、上記法人と随意契約するものである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6132 （社）近畿建設協会 河川敷地境界等資料整理業務
河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年10月17日 2,268,000

本作業は、近畿地方整備局琵琶湖河川事務所所内で保有す
る河川敷地境界等に関す　る書類を整理・分類し、適正な資料
管理を行うことを目的に実施するものである。近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所所内で保有している河川敷地境界に関する
書類（敷地　境界確定書、境界明示書及びこれに関連する協
議書、申請書等）は、個人情報に関する資　料（用地測量図、
土地登記簿、戸籍簿、印鑑登録証明書等）が多数混在している
ため、こ　れらの情報等の機密保持、漏洩防止において信頼性
を備えていることが不可欠である。ま　た、本業務の履行にあ
たっては、建設行政全般（用地、河川敷地管理等）に渡る豊富
な行　政経験を有し、幅広く専門的に業務に精通していること
が必要となる。上記法人は長年建設業務に従事し、工事・用
地・管理等に関する幅広い経験を活用して　建設行政の補完
的役割を果たし、建設行政の発展に寄与することを目的に設立
した法人で　あり、業務の遂行にあたり幅広い業務に精通した
技術者を多く有していること、過去の敷　地境界確定作業や本
業務に関連する行政文書整理・分類等業務の実施など、十分
な実績、　経験があり、機密保持についても信頼が確保でき
る。以上のことから、他の業者では本業務の遂行は困難である
ため上記法人と随意契約するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6133 （社）近畿建設協会
平成１７年度大和川高規格堤防
整備事業調整状況とりまとめ業
務

元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成17年10月28日 2,866,500

　大和川高規格堤防事業における各種調整内容等を記載した
資料は、個人情報等機密保持の高いものが多く含まれている
ため、情報等の漏洩防止に高い信頼性を備えていることが必
要不可欠である。また、これら資料には、高規格堤防事業等に
関する法的あるいは技術的な内容が記載されており、本業務
の履行にあたってはこれら豊富な行政経験を有し、幅広く専門
的に業務に精通していることが不可欠である。上記法人は、長
年国土交通行政に従事し、工事・管理等に関する幅広い経験
を活用して、建設行政の補完的役割を果たしてきており、河川
行政における実績や大和川管内における現地の状況に関して
も精通している。また、当法人は「建設事業の円滑な推進に資
し、もって国土開発の発展に寄与する」ことを目的に設立された
法人であり、建設事業普及のための広報活動、建設事業施工
の調査研究に関する事業、建設事業に関する業務の委託など
の事業を行っており、技術者も広い知識と経験を有し、業務に
精通したものが多く在職しているとともに、機密性の保持にも信
頼が置ける。よって本業務を円滑に実施し優れた成果を得るた
めには、当該業者の他にないことから、（社）近畿建設協会と随
意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6134 （社）近畿建設協会
平成１７年度洪水予報資料等整
理業務

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年4月1日 3,465,000

　本作業は、豊岡河川国道事務所調査課の所掌業務である洪
水予報関係資料及び書類等の整理を行うものであり、適正且
つ正確な業務遂行はもちろんのこと、検討段階資料に関する
機密の保持が求められる。（社）近畿建設協会は、建設事業に
係わる豊富な経験と習熟した技術により建設行政の補完的役
割を果たし、建設行政の発展に寄与することを目的に設立した
公益法人である。その事業内容は、建設事業に関する業務の
委託、広報活動、調査研究等々多岐に亘っており、建設行政
の円滑な執行に大きく寄与している。また、近畿地整管内にお
いて十分な実績を持っている。したがって、本作業の実施にお
いては建設行政及び水文観測業務の内容について精通してお
り且つ、信頼性と円滑な執行ができる（社）近畿建設協会以外
に無いため、随意契約するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6135 （社）近畿建設協会
天ヶ瀬ダムフォローアップ資料作
成業務

上下　芳夫　淀川ダム統合管理
事務所　大阪府枚方市山田池北
町１０－１

平成17年5月11日 5,092,500

　本業務は、天ヶ瀬ダムのより良い管理を目指すため、これま
で蓄積された大量のデータ及び管理に対する問題点等を整理
し、ダム管理の評価に資するための資料作成を行うものであ
り、本業務に資する資料等は、事務所の内部文書及び業務成
果報告書、また、関係機関等との調整資料等々極めて機密性
が高くその取り扱いにおいては細心の注意が求められる業務
である。本業務の実施にあたっては、建設行政を始めとして淀
川の流域特性への精通はもとより、ダムの管理についての豊
富な知識と習熟した技術を有していること。併せて、機密資料
等の取り扱いにおいて高い信頼性を備えていることが肝要であ
る。上記（社）近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験と
習熟した技術により近畿地方整備局管内の各河川を始めとし
たダムの水文・水質調査並びに管理に関する業務を各種受注
し、既往年度に於いて同様業務を種々受注の実績を有してい
る。また、近畿地方整備局の情報公開受付業務を受注し、公開
原則である客観的・中立的な立場と機密保持を有した業務を実
施している。これらのことから、当該業務を実施するにあたり建
設行政を始めとして淀川の流域特性への精通、並びに水文・
水質調査やダム管理についての豊富な経験と習熟した技術者
を有し、且つ、各種資料の機密管理を実施できる業者は上記
公益法人以外にないことから（社）近畿建設協会と随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6136 （社）近畿建設協会
ダムビジョン委員会議事録作成
業務

中村　甚一　九頭竜川ダム統合
管理事務所　福井県大野市中野
２９－２８

平成17年4月15日 105,000

　本業務には討議内容であるダム管理をはじめとする河川行
政全般にわたる知識が必要である。上記（社）近畿建設協会
は、建設事業に係わる豊富な経験と習熟した技術により、建設
行政の補完的役割を果たし、もって建設行政の発展に寄与す
ることを目的に設立された。その事業内容は、建設事業普及の
ための広報活動、建設事業施工の調査研究に関する事業、建
設工事の改良及び発展を図る事業、講演会、研究会、その他
催し物等の開催、建設事業に関する業務の受託等多岐にわ
たっており、近畿管内において十分な実績と人材及び知識を有
している唯一の法人である。従って当該法人と随意契約を行う
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地
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契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6137 （社）近畿建設協会
平成１７年度出水データ等とりま
とめ業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年8月31日 5,880,000

　本業務は河川部関係災害対策本部運営計画書の作成及び
出水対応、地震対応等終了後の資料取りまとめ等、防災に関
する業務を実施するものである。本業務の目的を果たす為に
は、情報伝達、指示系統、報告系統等を明確に読み取り、その
内容についても十分理解した上で作成する必要がある。（社）
近畿建設協会は平成１６年度水防情報伝達施策等検討業務、
緊急時応援体制基本方針検討業務の実績があり、災害対策
運営計画の作成及び出水時、地震時の河川管理者の情報伝
達、指示系統、報告系統に精通している。さらに、「建設事業の
円滑な推進に資することを目的」に設立された公益法人であ
り、「建設事業施行の調査研究に関する事業」、「建設事業に関
する業務の受託」等を行っており、本業務に必要な河川特性・
地域特性・災害対応に関する豊富な情報および技術者を多数
有している。以上のことから、本業務を履行できるのは、（社）近
畿建設協会しかないことより、当該法人と随意契約を行うもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6138 （社）近畿建設協会
小野川放水路引渡資料とりまと
め業務

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年4月28日 934,500

本業務を実施するためには、建設行政全般の知識が必要であ
るが、本業務により作成した資料は、引き継ぎ後の小野川放水
路の管理に使用するものであるため、特に河川管理業務に関
する深い知識を必要とする。上記協会は、建設行政にかかる
様々な業務を実施しているだけでなく、円山川の直轄管理区間
の河川パトロール等の河川管理に係る補助業務を実施してお
り、本業務を遂行する能力を十分有する。また、このような業者
は他にはない。よって、（社）近畿建設協会と随意契約するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6139 （社）近畿建設協会
木津川上流防災・技術資料企画
業務

谷　﨑　保　木津川上流河川事
務所　三重県名張市木屋町８１
２－１

平成18年2月16日 3,990,000

本業務を実施するにあたっては、当事務所の業務を熟知し、河
川行政に対する豊富な知識と経験が必要である。
　上記（社）近畿建設協会は建設事業にかかる豊富な経験と熟
知した技術により建設行政の補完的役割を果たし、建設行政
の発展に寄与することを目的として設立された公益法人であ
る。上記協会は長年の当事務所での防災関係機械等の保守
点検の実績を有し、また災害時の迅速な状況把握・情報収集
等を支援する防災エキスパート制度の事務局を担当しており、
当事務所管内で発生した過去の災害等の資料・情報を多数有
している。以上により、本業務を実施する能力を有する業者は
他にはない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6140 （社）近畿建設協会
平成１７年度木津川源流探検補
助

谷　﨑　保　木津川上流河川事
務所　三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年7月12日 770,000

本業務は、川の会・名張、水資源機構木津川ダム総合管理所
と連携して、木津川及び滝川などの源流を地域住民、小学生と
調査（探検）するものであるが、その現地案内、会場設営を補
助、強力するものである。業務の実施にあたっては、当事務所
管内の河川の状況や流域の環境を踏まえた知識を有するとと
もに、現地の細やかな状況を把握している事が重要である。
（社）近畿建設協会は、当事務所管内においても長年にわたり
砂防巡視、河川巡視や水質採水運搬など当事務所管内の支
川も含めた必要不可欠な業務として実施しており、詳細にわた
り現地状況を熟知しているところは他にない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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6141 （社）近畿建設協会
道路占用工事等必携資料作成
業務（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年8月25日 2,940,000

  本業務を遂行するにあたっては、平成８年５月発行の「道路占
用工事等必携（案）」を熟知しているとともに、占用工事、道路
工事に関しての豊富な知識・技術・経験が必要である。
社団法人建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟し
た技術により、建設行政の補完的役割を果たし、建設行政の
発展に寄与することを目的に設立された公益法人である。
上記法人は、「道路占用工事等必携（案）」をとりまとめた実績
を有していること。また、占用に関する類似業務の実績も多数
有しており、本業務に求められる豊富な知識・技術・経験をを有
している。
以上のことから、本業務を履行できるのは、社団法人近畿建設
協会しかないことから、社団法人近畿建設協会と随意契約を行
うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6142 （社）近畿建設協会
平成１７年度道路管理関係資料
作成業務（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年5月19日 7,770,000

本業務は、道路管理の重要性を認識し、道路管理業務に従事
する職員の意識及び道路管理技術の向上を図るための研修
において使用する、研修資料の作成を行うものである。
今までの道路管理からのあり方を踏まえ、今後の道路管理の
あり方の資料をまとめ、社会のニーズに合った道路管理を行う
事を目的とするための資料を作成するには、道路管理に関す
る実績及び道路管理に精通が必要である。
社団法人近畿建設協会は、道路管理に関する多数の遂行実
績による技術力・経験の蓄積もあり、道路管理情報に精通して
いる。
これまでに、道路巡回、道路管理補助事務業務を実施している
ため、道路法その他の関係法令並びに近畿地方整備局の諸
規定を充分理解している他、高度な知識を保有するとともに経
験豊富な技術者を有している。
以上のことから、本業務を履行できるのは、社団法人近畿建設
協会の他にはない。
よって、社団法人近畿建設協会と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6143 （社）近畿建設協会
湖西道路引継資料予備設計業
務（一式）

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年4月20日 546,000

道路台帳作成の事前調査であり、台帳に熟知し、十分な実績と
経験を有する当協会と随意契約することとした。（会計法第２９
条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6144 （社）近畿建設協会
平成１７年度地域調整課データ
管理等補助業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月1日 3,570,000

本業務は、地域調整課が管理している交通量データ等の入
力・補正・保存・データベース化等の作業を行うものである。本
業務は、地域調整課における日常的な業務の補助を行うもの
であり、業務に従事する者は、道路事業に関する知識やデータ
管理等の経験が必要であるほか、他機関データをも取り扱うた
め特に高い機密保持が必要とされる。（社）近畿建設協会は、
建設事業の経験とその技術を活用し、建設事業の円滑な遂行
を行うことを目的として設立された。その業務は、建設事業に関
する多種の内容に亘っているが、とりわけ道路事業について
は、精通した技術者も豊富で近畿管内や当事務所管内におい
ても十分な実績を持っており、また、機密保持に関しても、社団
法人設立の趣旨から十分信頼できるものである。よって、本業
務の業務内容の特殊性を鑑みた場合、誠実かつ的確に履行で
きるのは（社）近畿建設協会の他にないため、随意契約を締結
するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（18年度から一般競
争入札等に移行）
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6145 （社）近畿建設協会
業務データ入力補助業務（一
式）

前田陽一　浪速国道事務所　枚
方市南中振３－２－３

平成17年4月1日 3,307,500

　本業務は、工事・コンサル業者に関する各種データの入力作
業を補助し、業務の円滑化に資するものである。
　上記、（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験
と習熟した技術により、建設行政の補完的役割を果たし、もっ
て建設行政の発展に寄与することを目的に設立された公益法
人である。
　その事業内容は、建設事業普及のための広報活動・建設事
業施工の調査研究に関する事業・建設工事の改良及び発展を
図る事業・講演会、研究会その他催物の開催・建設事業に関
する業務の受委託等多岐に亘っており、近畿管内において十
分な実績を持っている。
　工事・コンサル業者に関するデータは、業者の評価を含む各
種情報を含んでいるため極めて機密性の高いものであり、本業
務の履行にあたっては業者情報等の漏洩防止において信頼性
を備えていることが不可欠である。
　以上のことから、他の業者では本業務の遂行は困難であり、
建設行政の補完的役割を果たし、営利を目的としない公益法
人である社団法人近畿建設協会と随意契約することが適切で
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6146 （社）近畿建設協会
平成１７年度情報処理業務（一
式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月1日 6,825,000

本業務は、大阪国道事務所における公共事業の円滑な執行に
資するため企業による営業活動、企業に関するデータの収集
整理を行うものである。本業務は、行政行為の補助に掛かる業
務で、当該業務に掛かる特定の経験及び知識を有するもので
あり、かつ、高度な守秘義務を求め得る者でないとできない。
（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟し
た技術により、国土交通行政の補完的役割を果たし、もって国
土交通行政の発展に寄与することを目的に設立された公益法
人である。その事業内容は、建設事業普及のための広報活動
や調査研究事業、講演会や研究会等さらに建設事業に関する
業務の受委託等多岐にわたり、近畿管内においても十分な実
績を持っており、本業務を実施出来る唯一の者であるため、随
意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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契約を締結した日
契約金額
（円）
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6147 （社）近畿建設協会
滋賀国道道路台帳更新その他
調査業務（一式）

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年6月14日 12,138,000

　本業務実施にあたっては、当事務所管内の道路施設等の改
変に関する全ての行為が対象となる事から、幅広い行政分野
にわたり、かつ専門的分野に対する知識を必要とする。
　さらに、継続的に業務を行っていること、かつ管内の道路状況
を熟知していることが効率的な業務執行を可能とすることから、
豊富な行政経験を有し、幅広く専門的に業務に精通しているこ
とが不可欠である。
　また、調査にあたっては当事務所の保有する文書等からデー
タの収集を行うが、慎重な取り扱いを必要とするものもあり、信
頼性を備えていることが不可欠である。
　（社）近畿建設協会は建設事業にかかる豊富な経験と習熟し
た技術により、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設行
政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人である。
　その事業内容は、建設事業普及のための広報活動・建設事
業施工の調査研究に関する事業・建設工事の改良及び発展を
図る事業・講演会、研究会その他催し物の開催・建設事業に関
する業務の受託等多岐に亘っており、近畿管内においては十
分な実績を持っている。また、本業務は、多年に亘り実施し、適
正・適格に行われている。
　また、業務の性格から審査や条件添付には、業務に精通し経
験が豊富であることは勿論、守秘義務も強く要求される。
　従って、当該業務を遂行するのに十分な能力を有するものは
（社）近畿建設協会以外にないため当協会と随意契約するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6148 （社）近畿建設協会
湖西道路施設台帳作成業務（一
式）

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年8月10日 37,800,000

 本業務の実施にあたっては、日本道路公団が保有する工事の
完成図書等及び現地調査によるデータ整理並びに、道路施設
作成要領（案）を基にして橋梁等の各種台帳の作成・整備を実
施するものであり、道路法に基づく的確な履行できる行政経験
が必要である。また、業務履行する上で、引き継ぎ資料等の取
り扱いについて慎重な取り扱い及び、信頼性を備えていること
が不可欠である。
　（社）近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験と習熟し
た技術により、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設行
政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人である。
　その事業内容は、建設事業普及のための広報活動、建設事
業施工の調査研究に関する事業、建設事業に関する業務の委
託等、多岐に亘っており、近畿管内において十分な実績を持っ
ている。
　以上のことから、当該業務を遂行するのに十分な能力を有す
るものは（社）近畿建設協会以外にないため当協会と随意契約
するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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6149 （社）近畿建設協会
１６１号湖西道路施設管理台帳
作成業務（一式）

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成18年3月30日 24,885,000

　　本業務は、平成１７年８月に旧日本道路公団から引き継い
だ「湖西道路」について、引き継ぎ資料及び現地調査に基づ
き、道路管理に必要な施設管理の補助及び道路施設台帳の作
成を実施するものである。
　業務の履行にあたっては、様式に基づく台帳作成のみなら
ず、施設を管理する上で必要となる所要の安全性や耐久性、
異常の有無、不法占用等について管理状態の現状を的確にか
つ速やかに道路管理者に伝える等、道路管理における専門的
な知識と建設事業に係る豊富な経験が求められる。また、用地
の境界や占用を含む関係地権者の対応など、その取り扱いに
は厳格な守秘とともに、公平・中立な立場が求められる。
　社団法人近畿建設協会は、近畿地方整備局が直接指導監
督できる公益法人であり、公平・中立性及び守秘義務の確保
が図られる。
　また、建設事業に係る豊富な経験と習熟した技術により、国
土交通行政の補完的役割を果たし、道路関係法令の知識や道
路の安全確認及び道路の管理に関する専門的な知識と経験
が豊富であり、近畿管内において、十分な実績を持っている。
したがって、同法人は本業務の遂行に必要な上記条件を満た
す唯一の法人であり、同法人と随意契約を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6150 （社）近畿建設協会
南阪奈道路引継関係調整補助
業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月22日 3,885,000

本業務は、供用を開始した南阪名道路について、道路管理者
となる日本道路公団、大阪府、羽曳野市に対して円滑な管理
引継ぎを行うために関係者間の調整を行う補助業務である。本
業務の実施にあたっては、道路管理及び用地管理における業
務に精通し、行政の補助的業務を執行するに際しての様々な
専門知識及びそれらの業務に関する豊富な経験が求められ
る。社団法人近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験
と習熟した技術により建設行政の補完的役割を果たし、もって
建設行政の発展に寄与することを目的として設立された公益法
人である。社団法人近畿建設協会は、道路管理・交通安全事
業計画・用地管理・用地調査等に関する専門的知識や豊富な
経験はもとより、行政の補助的業務に関する高度な執行能力
や中立性及び規律の確保、といった点で、行政の補助業務に
従事できる技術者を適切に配置し、指導・監督していく体制を
有する能力と実績がある団体である。本業務を的確に履行す
るための要件に応えられる唯一のものとして、社団法人　近畿
建設協会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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6151 （社）近畿建設協会
平成１７年度南阪奈道路引継資
料等作成業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年6月8日 54,547,500

本業務は、供用を開始した南阪奈道路について、道路管理者
となる日本道路公団・大阪府・羽曳野市に対して円滑な管理引
継を行うために必要な道路台帳・用地関係資料等を作成する
業務である。本業務の実施にあたっては、道路管理及び用地
管理における業務に精通し、行政の補助的業務を執行するに
際しての様々な専門知識及びそれらの業務に関する豊富な経
験が求められる。（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊
富な経験と習熟した技術により建設行政の補完的役割をはた
し、もって建設行政の発展に寄与することを目的として設立され
た公益法人である。（社）近畿建設協会は、道路管理、交通安
全事業計画調査、用地管理、用地調査等に関する専門的知識
や豊富な経験はもとより、行政の補助的業務に関する高度な
業務執行能力や中立性及び規律の確保といった点で行政の補
助業務に従事できる技術者を適切に配置し指導・監督していく
体制を有する能力と実績がある団体である。本業務を的確に
履行するための要件に応えられる唯一のものとして（社）近畿
建設協会と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

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

6152 （社）近畿建設協会
浪速国道管内引継資料等調整
業務（一式）

前田陽一　浪速国道事務所　枚
方市南中振３－２－３

平成17年7月4日 65,100,000

本業務の実施については道路管理を適正に実施するのに必要
な引継（技術・管理等）資料等の検討・整理を行うものである。
（社）近畿建設協会は、建設事業にかかわる豊富な経験を習熟
した技術により、建設行政の補完的役割を果たし、建設行政の
発展に寄与することを目的に設立された法人である。
特に「道路管理引継」においては、近畿管内の各事務所におい
て業務実績があり、引継業務全般に精通した実施経験があ
る。また、当事務所においても平成１６年度に「第二京阪・第二
阪和国道引継資料等整理業務」を実施している。
　本業務において作成する資料は「道路管理引継」に精通した
実務経験を必要とするものであり、その内容を熟知し、営利を
目的としない公益法人である（社）近畿建設協会と随意契約す
るのが適切である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6153 （社）近畿建設協会
平成１７年度一般国道１７６号下
山口地区道路台帳作成業務（一
式）

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年8月1日 735,000

　本業務は、当事務所管内の一般国道１７６号において、新道
工事完成に伴い旧道を西宮市に引継ぐために昨年度発注し、
完了した「平成１６年度一般国道１７６号下山口地区道路台帳
等作成業務」の成果品を改良し、追加整備するものである。
　本業務は、前業務と一貫した技術判断のもとに道路施設の現
地測量・台帳整備を行うことによってはじめて、適切な業務成
果が得られるものである。
  上記（社）近畿建設協会は国土交通事業に係る豊富な経験と
習熟した技術により、国土交通行政の補完的役割を果たし、
もって国土交通行政の発展に寄与することを目的に設立された
公益法人で、行政に反映できる判断力、分析力等を持った人
材を多数有している唯一の法人であり、近畿管内で数多くの同
種の管理移管資料作成業務等を受託しており十分な実績を有
している。
　以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと
認められるため、上記法人と随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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6154 （社）近畿建設協会
平成１７年度道路台帳整備その
他業務（一式）

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年6月7日 4,095,000

本業務は、道路行政における道路の維持管理及び道路管理
計画で必要不可欠な道路施設の現状の詳細な資料を得ること
により道路台帳調書の整理を行うことを目的としている。
整理するデータは車道、歩道、トンネル、橋梁、踏切、道路幅、
延長、規格、勾配、曲線半径、敷地所有者別、無償借地、区域
変更、供用開始時期等、多種多様の分類整理が必要である。
これらの業務を実施するには、継続的に施設現況調査等の業
務を行っていないと管内における（直轄事業、協議他事業、請
願工事等による）改変経過を把握することが困難である。
（社）近畿建設協会は近畿地方整備局内での建設技術、管理
技術の向上を目指し、また建設事業の円滑な推進に資し、国
土の発展に寄与することを目的として設立された公益法人であ
る。当事務所のみならず近畿地方整備局全体における、道路
施設現況調査等の業務を継続的に行ってきていることから、管
内路線全体の道路施設の現況及び、経年的変化を熟知してい
る。
よって、これら業務内容を熟知しており、豊富な経験と業務内
容に精通し、経験豊富で信頼のおける職員を擁している（社）
近畿建設協会と随意契約をするものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6155 （社）近畿建設協会
五條道路外管理引継資料作成
業務（一式）

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年10月3日 8,389,500

本業務は、供用開始に当たり、工事図面・用地関係資料等の
内容整理及び基礎資料を作成し事務手続に必要となる、用地
関係、管理台帳等を作成するものである。（社）近畿建設協会
は、建設事業に係る豊富な経験と習熟した技術により、建設行
政の補完的役割を果たし、もって建設行政の発展に寄与するこ
とを目的に設立された公益法人である。その事業内容は建設
事業普及のための広報活動、建設事業施工の調査研究に関
する事業、建設事業に関する業務の受託など多岐にわたって
おり、近畿管内において十分な実績を持っている。本業務の実
施に当たっては、工事施工に関する高度な技術的経験及び道
路管理業務（引継業務）の経験が必要であるほか、用地関係
データを取り扱うことから、機密保持については十分留意する
ことが要求されている。
従って、管理引継事務に関する適正な管理・建設行政の経験・
施工技術の知識が豊富なものを多数有している（社）近畿建設
協会以外に本業務を実施できるものはなく、随意契約をするも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（18年度から一般競
争入札等に移行）
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6156 （社）近畿建設協会
滋賀国道管内交通安全事業敷
地調査業務（一式）

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年6月23日 8,190,000

　 上記社団法人は、建設事業に係る豊富な経験と習熟した技
術により建設行政の補完的役割を果たし、もって建設行政の発
展に寄与することを目的として設立された公益法人である。
　歩道整備交差点改良等の交通安全対策事業の工事を実施
するためには、道路敷地の境界を確定する必要があり、また、
工事完了後には、新たな道路敷地の確定後の状況を道路台帳
附図等へ反映する必要がある。
　このような敷地調査・境界確定作業を行うに当たっては、交通
安全対策事業を対象とした幅広い行政経験が求められている
こと、かつ境界確定等に関する高度な知識を必要とすること、
及び、当事務所の保有する用地関係記録文書等からデータの
収集を行う必要があり慎重な取扱いを要するもので、本業務を
行う業者は、社会的に信頼されていることが不可欠である。
　以上のことより、この業務内容に対応する技術者の確保、
データの取扱い等を遂行できる者は、上記法人以外にない。ま
た、上記法人は、本業務を過去に実施しており、適正に行われ
ている。よって、同社団法人と随意契約するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6157 （社）近畿建設協会
春日和田山道路２敷地調査業
務（一式）

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年10月7日 27,478,500

本業務を履行するためには、用地に関係する法令に精通し、用
地事務や道路管理事務に関する幅広い知識と経験が必要であ
り、地権者や地元役員等に対して信頼性・公平性・中立性が必
須であり、地権者等との立会、協議で得た情報は国土交通省
職員と同等の機密の保持も求められる。 社団法人近畿建設協
会は、建設事業に係る豊富な経験と習熟した技術により、建設
行政の補完的役割を果たし、もって建設行政の発展に寄与す
ることを目的に設立された公益法人である。上記法人は、用地
事務、道路管理事務に関する高度な知見と豊富な実務経験を
持ち、かつ、用地事務、道路管理事務に熟知した職員を多数有
しており、本業務に求められる地権者等との立会、協議等に対
して種々知見と公正な判断能力を有している。本業務の履行に
必要な上記条件を満たす知識、技術、経験を併せ持つものは、
同法人以外にはないことから、社団法人近畿建設協会と随意
契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（18年度から一般競
争入札等に移行）
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6158 （社）近畿建設協会
平成１７年度大阪国道管内敷地
関係技術業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月1日 19,845,000

本業務は、大阪国道事務所管理第一課の行う、道路管理資料
の取りまとめ、敷地調査業務の指導監督補助、国道敷地内の
未処理案件の処理資料作成、敷地管理資料整備の他、道路
管理上必要な業務を行うものである。本業務は、行政行為とし
て、迅速かつ的確な業務の執行を求められるものであり、道路
監理及び関係諸法令に精通し、専門知識に裏付けされた指
導・説明が必要で、国土交通省の行政窓口として、申請者に対
して適正かつ確実に対応する必要がある。また、道路管理関係
書類の精度を高め、敷地関係のトラブルを防ぐことが特に求め
られるものである。（社）近畿建設協会は、建設事業に関する豊
富な経験と習熟した技術により、建設行政の補完的役割を果
たし、建設行政の発展に寄与することを目的に設立された公益
法人である。道路法及びその関係法令当を熟知し用地調査、
敷地関係業務棟、建設行政経験を有した熟練した技術者を有
し、また、近畿管内での同種業務の十分な実績を持っており、
当該業務を遂行するに十分な能力を有するのは、（社）近畿建
設協会以外ないため、当協会と随意契約するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6159 （社）近畿建設協会
道路敷地等資料整理業務（一
式）

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年8月9日 13,860,000

本業務は、境界明示や確定書、用地図、２４条申請等の書類
等図書の資料整理及び電子化を行うものである。
①業務で取り扱う書類は、敷地関係（境界確定、道路法２４条
協議、境界明示等）であり、内部で作成した文書をはじめ、個人
や関係機関から提出された資料等機密性が高く、個人情報等
の漏洩防止において信頼性を備えていることが不可欠である。
②また、それらの書類はその内容を分析・分類して整理を行う
必要がある。今回発注業務には整理分類が必要な膨大な書類
や図面があり、これらについて逐一書類分類等職員の判断を
求められることは長期間にわたり職員の日常業務に支障をき
たすこととなり、事実上不可能である。この業務は受注者には
対象書類の内容を理解し、分析分類の判断を行い、職員の補
完的な役割を果たす能力が必要である。③今回の業務は既存
の冊子・図面の資料整理とともに、道路附図及び各書類の基
礎データを電子化する業務である。当該業務の主旨は、職員
が電子情報画面上で各種敷地関係データーを瞬時に閲覧出
来ることにより、各種敷地関係問い合わせや申請等に対して円
滑な業務遂行に寄与することにある。この業務には電子データ
取り扱いの習熟は勿論であるが、それ以上に重要なのは境界
明示の事務処理とその判断根拠あるいは用地買収から管理へ
の引継ぎ手続きなど業務で整理する書類に対する理解と判断
力であり、高度な行政経験が求められる。社団法人近畿建設
協会は、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設行政の
発展に寄与することを目的として設立された公益法人であり、
建設行政にかかる豊富な経験と習熟した技術を有する行政経
験者を多数擁しており、その分類・判断、電子データー整理手
法について、職員の補完的役割を十分果たし得る。本業務を的
確かつ円滑に遂行でき、上記条件を満たすのは当該法人以外
にない。よって、社団法人　近畿建設協会と随意契約をするも
のである。　（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6160 （社）近畿建設協会 平成１７年度新聞情報整理業務
藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 26,670,000

　国土交通行政の社会情勢の変化等を踏まえた適切な執行に
当たっては、新聞等に掲載される情報を迅速に収集し、各所属
毎に共有し、これを即時的に行政に反映させる必要がある。特
に国土交通行政に関連する情報を迅速に収集するためには、
新聞に掲載されている多大な情報のうち、国土交通行政に関
連する法的・技術的及び経済関係等の多岐の分野にまたがっ
ている情報を僅かな時間で取捨選択する能力が必要である。
本作業の履行にあたっては、幅広い国土交通行政関係の知
識・経験を有し、情報の取捨選択が可能で、かつ、迅速性を確
保することが必要である。上記法人は、長年国土交通行政に
関する業務に従事し、国土交通行政全般にわたる幅広い経験
を活用し、国土交通行政の補完的役割を果たし、国土交通行
政の発展に寄与することを目的に設立された法人であり、本業
務の遂行にあたり、幅広い業務に精通した技術者を数多く有し
ている。また、近畿地方整備局近傍に本社があり、迅速性の確
保、情報の共有化が可能である。以上のことから、他の業者で
は本業務の遂行は困難であり、上記法人と随意契約を行うこと
が適切である。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6161 （社）近畿建設協会
近畿技術事務所新聞情報整理
作業

山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成17年4月28日 665,280

本業務は、行政実務に精通した判断を要する。上記法人は、
「建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与
することを目的」で設立された公益法人で、近畿地方において、
行政支援業務、技術評価業務の実績を有しこれに精通してお
り、本業務に必要な知識と経験を持つ唯一の業者である。した
がって本業務で必要とされる、行政経験を持った技術者を多数
有しており、本業務の履行に当たっては上記法人と契約しなけ
れば、契約の目的を達することが出来ないので、随意契約し本
業務の目的を的確に達成するものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6162 （社）近畿建設協会
平成１７年度新聞情報収集整理
業務一式

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年4月1日 2,940,000

①本業務を行うには、事務所の事業の内容を熟知し、その事
業と新聞記事との関連を的確に判断できる専門的知識を有す
る者が行うことが必要となる。②幹線道路を管理していくには、
災害、事故等に迅速に対応していく必要があり、そのためには
正確、かつ、迅速な情報が不可欠である。③民間においては、
新聞情報は単体であれば時間的には確保できるが、事務所事
業に関するあらゆる情報を収集整理して活用できる状況は期
待できない。④（社）近畿建設協会は、建設行政の補完的役割
を果たし、もって建設行政の発展に寄与することを目的に設立
された法人であり、建設行政にかかる豊富な行政経験と知 識
を有する職員を多数擁し、本業務を履行するには十分な能力
をもっている。また、平成１２年より近畿地方整備局（本局）から
受託し、新聞情報整理作業を実施しており、十分な実績があ
る。⑤よって、（社）近畿建設協会と随意契約することが適当で
ある。以上のことから、本業務を同法人に実施させることが も
適当である。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6163 （社）近畿建設協会 大阪国道新聞情報整理作業
村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月1日 1,365,000

本作業は、近畿地方整備局大阪国道事務所で必要な新聞情
報の収集・整理を一元化し、事務処理の適正化を図ると共に迅
速な情報収集を行う。国土交通行政の社会情勢変化等を踏ま
えた適切な執行に当たっては、新聞等に掲載される情報を迅
速に収集し、各所属毎に共有し、これを即時的に行政に反映さ
せる必要がある。特に国土交通行政に関連する情報を迅速に
収集するためには、新聞に掲載されている多大な情報のうち、
国土交通行政に関連する法的・技術的及び経済関係等の多岐
の分野にまたがっている情報を僅かな時間で取捨選択する能
力が必要である。本作業の履行あたっては、幅広い国土交通
行政関係の知識・経験を有し、情報の取捨選択が可能で、かつ
迅速性を確保することが必要である。上記法人は、長年国土交
通行政に関する事業に従事し、国土交通行政全般にわたる幅
広い経験を活用し、国土交通行政の補完的役割を果たし、国
土交通行政の発展に寄与することを目的に設立された法人で
ある。長年同様の作業を行っており、幅広い業務に精通した技
術者を数多く有している。以上のことから、多の業者では本作
業の遂行は困難であり、（社）近畿建設協会と随意契約するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6164 （社）近畿建設協会
平成１７年度新聞情報収集整理
業務

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年4月1日 1,785,000

本業務を行うには、国土交通省の事業の内容を熟知し、かつ
紀南河川国道事務所の事業の内容を熟知した上で、その事業
と新聞記事との関連を的確に判断できる専門知識を有する者
が行うことが必要となる。（社）近畿建設協会は、建設行政の補
完的役割を果たし、もって建設行政の発展に寄与することを目
的に設立された法人であり、建設行政にかかる豊富な行政経
験と知識を有する職員を多数擁している。また、（社）近畿建設
協会は平成１２年より現在まで近畿地方整備局（本局）から同
様の新聞情報整理作業を実施しており、十分な実績があり、本
業務を履行することができるものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6165 （社）近畿建設協会
平成１７年度福井河川国道事務
所広報関係資料整理等業務

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年4月1日 3,675,000

近畿地方整備局内で保有している文書は、内部において作成
した文書を始め、業務　　の成果として提出された報告書、関係
機関等から提出された資料等極めて機密性が高　　く、個人情
報等の漏洩防止において信頼性を備えていることが不可欠で
ある。また、　　直轄事業等の実施による各分野における行政
文書は、法的内容から技術的内容までそ　　の範囲は広く、か
つ専門分野も多く、本業務の履行にあたっては豊富な行政経
験を有　　し、幅広く専門的に業務に精通していることが不可欠
である。上記法人は、長年国土交通行政に従事し、工事・管理
等に関する幅広い経験を活用して国土交通行政の補完的役割
を果たし、国土交通行政の発展に寄与することを目的に設立さ
れた法人であり、業務遂行にあたり幅広く業務に精通した技術
者を多く所有　　している。以上のことから、本業務を遂行でき
るのは、唯一上記法人であることから随意契約　　を行うもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量
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び所在地
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6166 （社）近畿建設協会
平成１７年度産学官交流会議運
営支援業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年10月25日 6,510,000

　本業務は、産学官の異分野技術の情報収集及び交流会議の
運営支援を行うもので、各大学や企業等が研究・開発する技術
等に関する企業情報を取り扱うことから、中立・公正を図ること
が求められる。また、 新技術については、土木技術に活用で
きる技術の抽出・収集を行うため、建設技術の普及に係る業務
の経験など、行政の代行的な立場で技術的判断が求められる
ため、国土交通省の技術業務内容に精通していることが不可
欠である。（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経
験と習熟した技術により、建設事業の円滑な推進に資するとと
もに、建設行政の補完的役割を果たし、もって国土開発の発展
に寄与する事を目的として設立された公益法人であり、中立・
公正の立場での業務遂行はもとより、国土交通省の様々な業
務経験、行政知識を有した人材を多く確保しており、また、平成
１５・１６年度において本業務と同種の建設技術活用専門委員
会等支援業務を実施した実績があり、適正かつ効率的に実施
することができる。よって、（社）近畿建設協会は本業務に必要
な知識と経験を持つ唯一の法人である。以上の理由により上
記社団法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6167 （社）近畿建設協会
阪神・淡路大震災１０年誌作成
業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年10月4日 7,350,000

　本業務を円滑かつ的確に履行するには、阪神・淡路大震災
の復興経緯と防災業務全般に関する高度な知識と経験を有す
る必要がある。（社）近畿建設協会は、国土交通行政の発展に
寄与することを目的に設立された公益法人であり、防災業務の
経験のある技術者を多く有するなど高度な知識を有するととも
に、震災発生以来、震災復興に関する各種業務を実施し、近畿
地方整備局の復興事業経緯や各種資料に精通していることか
ら、本業務を円滑かつ的確に実施できる唯一の組織である。
よって、下記根拠法令に基づき随意契約を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6168 （社）近畿建設協会
平成１７年度大規模津波防災総
合訓練支援業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年7月4日 16,275,000

　本業務を円滑かつ的確に履行するには、防災業務に関する
高度な知識と防災訓練の計画・運営に関する豊富な経験を有
する必要がある。（社）近畿建設協会は、国土交通行政の発展
に寄与することを目的に設立された公益法人であり、防災業務
の経験のある技術者を多く有するなど高度な知識をもつととも
に、各種防災訓練の計画・運営について数多くの経験を有して
おり、本業務を円滑かつ的確に実施できる唯一の組織である。
よって、下記根拠法令に基づき随意契約を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）
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緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6169 （社）近畿建設協会
平成１７年度「環境月間」行事運
営業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年5月23日 990,150

　本業務は、近畿地方整備局の環境に関する取り組みについ
て、行事を通じて広く理解してもらうと共に、環境保全の大切さ
を認識するための啓発行事の一環である。行事運営にあたっ
ては、企画、広報、運営等が円滑に進められなければならな
い。　（社）近畿建設協会は、過年度において近畿地方整備局
が行う啓発行事を請け負う等、近畿地方整備局の行う啓発行
事について精通しており、円滑な業務遂行が可能である。
従って、一連の業務を総合的、かつ、円滑に実施できるのは、
（社）近畿建設協会しかない。従って随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6170 （社）近畿建設協会
平成１７年度次世代情報通信技
術研究会補助業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年8月1日 997,500

　本業務遂行にあったっては、国土交通行政全般及び国土交
通省の情報通信技術に精通していること、かつ中立的な立場
で客観性を有する必要がある。　本業務の議事整理及びとりま
とめは、国土交通行政の管理等幅広い経験及び幅広い業務に
精通した技術者を多く有している上記法人でなければ業務の
遂行は困難であり、中立的な立場にある上記法人と随意契約
を行うことが適切である。（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6171 （社）近畿建設協会
平成１７年度防災・危機管理展
示運営業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年11月1日 945,000

 本業務は、平成17年11月5日～6日に開催される阪神・淡路大
震災１０周年HAT神戸ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、並びに平成17年11月17日～
19日に開催されるｾｰﾌﾃｨ&ｾｷｭﾘﾃｨﾜｰﾙﾄﾞOSAKA2005において,
近畿地方整備局が出展する防災・危機管理に関する広報ブー
ス等について、開催期間中の運営、来場者への説明及び管理
を実施するものである。 本業務を円滑かつ的確に履行するに
は、防災業務に関する高度な知識と広報展示運営に関する豊
富な経験を有する必要がある。（社）近畿建設協会は、国土交
通行政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人で
あり、防災業務の経験のある技術者を多く有するなど高度な知
識をもつとともに、近畿地方整備局が実施の各種展示運営に
ついて数多くの経験を有しており、本業務を円滑かつ的確に実
施できる唯一の組織である。よって、下記根拠法令に基づき随
意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6172 （社）近畿建設協会 ふれあい近畿４月号８０００部
藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月21日 3,600,000

「ふれあい近畿」は近畿地方各地の魅力を紹介し、社会資本
整備が地域の歴史と文化をつくってきたこと、また将来の近畿
を支えるものであることを示している。さらに、近畿の元気な人
にスポットを当てて、近畿活性化のアイデアとなる情報がある。
これらの記事は、局内職員にとって有用なものであり、職務に
多いに役立つものである。加えて、自治体等関係者、一般の
方々にも社会資本整備の重要性を認識していただくことがで
き、当局の業務遂行に役立つものである。この冊子は（社）近
畿建設協会が発行しており、本契約は当協会以外とは出来な
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6173 （社）近畿建設協会 ふれあい近畿５月号８０００部
藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年5月23日 3,600,000

「ふれあい近畿」は近畿地方各地の魅力を紹介し、社会資本
整備が地域の歴史と文化をつくってきたこと、また将来の近畿
を支えるものであることを示している。さらに、近畿の元気な人
にスポットを当てて、近畿活性化のアイデアとなる情報がある。
これらの記事は、局内職員にとって有用なものであり、職務に
多いに役立つものである。加えて、自治体等関係者、一般の
方々にも社会資本整備の重要性を認識していただくことがで
き、当局の業務遂行に役立つものである。この冊子は（社）近
畿建設協会が発行しており、本契約は当協会以外とは出来な
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6174 （社）近畿建設協会 ふれあい近畿６月号８０００部
藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年6月20日 3,600,000

「ふれあい近畿」は近畿地方各地の魅力を紹介し、社会資本
整備が地域の歴史と文化をつくってきたこと、また将来の近畿
を支えるものであることを示している。さらに、近畿の元気な人
にスポットを当てて、近畿活性化のアイデアとなる情報がある。
これらの記事は、局内職員にとって有用なものであり、職務に
多いに役立つものである。加えて、自治体等関係者、一般の
方々にも社会資本整備の重要性を認識していただくことがで
き、当局の業務遂行に役立つものである。この冊子は（社）近
畿建設協会が発行しており、本契約は当協会以外とは出来な
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6175 （社）近畿建設協会 ふれあい近畿７月号８０００部
藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年7月25日 3,600,000

「ふれあい近畿」は近畿地方各地の魅力を紹介し、社会資本
整備が地域の歴史と文化をつくってきたこと、また将来の近畿
を支えるものであることを示している。さらに、近畿の元気な人
にスポットを当てて、近畿活性化のアイデアとなる情報がある。
これらの記事は、局内職員にとって有用なものであり、職務に
多いに役立つものである。加えて、自治体等関係者、一般の
方々にも社会資本整備の重要性を認識していただくことがで
き、当局の業務遂行に役立つものである。この冊子は（社）近
畿建設協会が発行しており、本契約は当協会以外とは出来な
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6176 （社）近畿建設協会 ふれあい近畿８月号８０００部
藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年8月22日 3,600,000

「ふれあい近畿」は近畿地方各地の魅力を紹介し、社会資本
整備が地域の歴史と文化をつくってきたこと、また将来の近畿
を支えるものであることを示している。さらに、近畿の元気な人
にスポットを当てて、近畿活性化のアイデアとなる情報がある。
これらの記事は、局内職員にとって有用なものであり、職務に
多いに役立つものである。加えて、自治体等関係者、一般の
方々にも社会資本整備の重要性を認識していただくことがで
き、当局の業務遂行に役立つものである。この冊子は（社）近
畿建設協会が発行しており、本契約は当協会以外とは出来な
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6177 （社）近畿建設協会 ふれあい近畿９月号８０００部
藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年9月21日 3,600,000

「ふれあい近畿」は近畿地方各地の魅力を紹介し、社会資本
整備が地域の歴史と文化をつくってきたこと、また将来の近畿
を支えるものであることを示している。さらに、近畿の元気な人
にスポットを当てて、近畿活性化のアイデアとなる情報がある。
これらの記事は、局内職員にとって有用なものであり、職務に
多いに役立つものである。加えて、自治体等関係者、一般の
方々にも社会資本整備の重要性を認識していただくことがで
き、当局の業務遂行に役立つものである。この冊子は（社）近
畿建設協会が発行しており、本契約は当協会以外とは出来な
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6178 （社）近畿建設協会
平成１７年度歴史公園情報誌作
成業務

横田敏宏　国営飛鳥歴史公園事
務所
奈良県高市郡明日香村大字平
田５３８番地

平成17年8月16日 1,995,000

　本業務を実施するためには、国営飛鳥歴史公園が中心となっ
て開催している歴史公園ネットワーク研究会の意義を十分理解
した上で、今年度の開催地にあわせた歴史公園情報誌を作成
していく必要がある。
　当該法人は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟した技術
により、建設事業の円滑な推進に資するとともに建設行政の補
完的役割を果たし、もって国土の発展に寄与することを目的と
して設立され、建設事業の普及のための広報活動、講演会や
研究会等の開催などを中心とした事業を行っている組織であ
り、近畿地方整備局の広報誌といえる「ふれあい近畿」を筆頭
に各事務所の事業パンフレットや広報誌を作成するなど国土交
通行政に幾多の実績と豊富な知識を有することから当該業務
内容に精通しているといえる。以上のことから、当該法人は、本
誌作成の主旨に精通している上に効率的に業務を遂行する唯
一の者であることから随意契約するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6179 （社）近畿建設協会
平成１７年度災害対策用機械保
守運用業務

谷　﨑　保　木津川上流河川事
務所　三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年5月18日 6,300,000

本業務の履行に際しては、当該機械の取り扱い操作に関する
技術力に優れていなければならないことは当然のことながら、
災害発生自答緊急時において遅滞なく必要な要因を派遣でき
ることが必要不可欠である。且つ、当該機械の特徴・河川特
性・地形状況等に基づき当該機械を効率よく実稼働させる総合
的な判断力を有することが重要である。このような条件を満た
す業者は管内には（社）近畿建設協会をおいて他にない。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6180 （社）近畿建設協会 らうんど近畿
藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 7,948,500

「らうんど近畿」は、国土交通省・近畿圏の各府県・政令都市
等がおこなっている地域活性化のための施策・活動を多様な視
点から編集している情報誌である。本誌の情報は職員はもとよ
り、自治体関係者、一般の方々等にも地域づくりの重要性を理
解するのに役立つものである。本誌の情報は、国・８府県・３政
令市で構成される近畿圏地域活性化情報連絡協議会により提
供された情報をもとに、（社）近畿建設協会が編集・発行してお
り、本契約は当協会以外とは出来ない。（会計法第２９条の３第
４項） 見直しの余地があ

るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6181 （社）近畿建設協会 広報活動運営業務
山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成17年5月9日 8,946,000

　　本業務の履行にあたっては、近畿地方整備局及び近畿技
術事務所の公共事業に精通し、　広報活動の運営に関する豊
富な知識と経験が必要である。社団法人　近畿建設協会は、
建設事業に関わる豊富な経験と習熟した技術により、建設行
政の補完的役割をはたし、もって建設行政の発展に寄与するこ
とを目的に設立された公益法人である。さらに、当法人は、近
畿地方整備局及び近畿技術事務所の調査業務及び広報活動
の一環である企画運営業務の実績を有しており本業務に必要
な豊富な技術的知識と経験を有しているのは上記の者しかい
ない。なお、枚方支所は近畿技術事務所がある枚方地区を担
当している。よって、社団法人近畿建設協会枚方支所と随意契
約行うものである。　（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6182 （社）近畿建設協会 平成１７年度技術情報提供業務
山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成17年4月1日 16,077,500

　本業務は、技術情報を職員の業務に役立つ形で提供するも
ので、公平かつ行政実務に精通した判断を要することから、公
益法人で新技術評価の実績を持ち、地域の実情に精通してい
る必要がある。上記法人は、「建設事業の円滑な推進に資し、
もって国土開発の発展に寄与することを目的」で設立された公
益法人で、近畿地方において、行政支援業務、技術評価業務
の実績を有し、これに精通しており、本業務に必要な知識と経
験を持つ唯一の法人である。以上の理由により、本業務の履
行にあたっては、上記法人と契約しなければ契約の目的を達
することができないので、随意契約し、本業務の目的を適格に
達成するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6183 （社）近畿建設協会
平成１７年度建設技術展運営等
業務

山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成17年4月1日 108,675,000

　建設技術展の計画及び実行委員会の運営にあたっては、各
事業団体に対する中立、公正な連絡調整を図ることや、行政機
関との連絡調整等、行政の代行的な立場で取り組むこと、及び
新しい建設技術の普及について一定の経験があり、併せて近
畿地方の地域特性に精通していることが必要である。（社）近
畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験と習熟した技術に
より、建設事業の円滑な推進に資するとともに、建設行政の補
完的な役割を果たし、もって国土開発の発展に寄与することを
目的として設立された公益法人である。その事業内容は、近畿
地方における、建設技術普及のための広報活動、建設施工の
調査研究、建設工事の改良、発展を図る事業、新技術の活用
のための業務等、多岐にわたっており、本業務に必要な知識と
経験を持つ唯一の業者である。以上の理由により、本業務の
履行にあたっては、上記法人と契約しなければ目的を達するこ
とができないので、随意契約し本業務の目的を適格に達成する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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6184 （社）近畿建設協会
平成17年度琵琶湖河川事務所
広報運営業務

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年4月1日 8,935,500

本業務は、平成17年度における琵琶湖河川事務所各事業にお
ける広報活動について企画立案し、運営、支援等を行うもので
ある。実施する内容は、①琵琶湖河川事務所が実施する各種
事業、調査業務の広報支援として、研修生、見学者等の目的
に合わせた案内計画の立案、及び現地への案内と説明。②砂
防関係広報運営として、砂防野外樹木講習会、キャンプ砂防、
砂防体験学習等の運営、土砂災害防止月間広報活動補助、
砂防設備危険回避広報補助、その他の広報業務である。本業
務実施にあたっては、琵琶湖河川事務所が実施する瀬田川、
野洲川等の改修事業、大津、草津放水路事業、瀬田川砂防事
業、天ヶ瀬ダム再開発事業、琵琶湖環境調査等、各種事業・調
査業務について、事業実施の経緯や技術的、歴史的な背景、
管内の各種河川管理施設や砂防施設等の諸元や位置関係に
ついて精通していることが要求される。また、砂防関係の広報
運営としては、数次にわたりのべ200名弱の参加児童の安全対
策がきわめて重要であり、途中の登山道、講習会場（現場）で
の保安施設に万全を期す必要がある。このためには、田上山
の地形特性に精通し、参加児童の安全対策を講ずる必要があ
る。また、関係する小学校との調整、関係行政機関との調整、
関係資料の作成から講習会の運営に至るまで、砂防行政の広
報補助としての知識と経験 が必要である。（社）近畿建設協会
は建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄
与することを目的に設立されたもので、「建設事業普及のため
の広報活動」、「建設事業施行の調査研究に関する事業」、「講
習会、研究会その他催物等の開催」を主な事業とし、関係する
技術者を多く擁している。また、琵琶湖河川事務所が実施する
改修事業、大津・草津放水路事業、天ヶ瀬ダム再開発事業、瀬
田川砂防事業等の各事業の経緯や技術的、歴史的背景に精
通した技術者を多く擁し、当所発注の過年度同種業務を通じて
周辺の地形条件を熟知しており、参加児童の安全対策立案に
精通している。安全対策は 重要要件であるとともに、競争に
付すべき内容でない。したがって、本業務を実施可能な者は
（社）近畿建設協会以外になく、同協会に随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6185 （社）近畿建設協会
平成１７年度猪名川流域情報提
供業務

松尾和巳　猪名川河川事務所
池田市上池田２－２－３９

平成17年4月1日 51,975,000

本業務の実施にあたっては、当事務所が担当する防災、治水、
環境、利水、利用等の業務全般に亘る豊富で幅広い専門知識
が不可欠である。標記業者は、『建設事業の円滑な推進に資
する』ことを目的に設立された公益法人であり、『建設事業施行
の調査研究に関する事業』『建設事業普及のための広報活動』
『講演会、研究会その他催し物』等の業務に関して高度な知識
と技術を有しており、この伝承とノウハウの蓄積に努め経験豊
富で信頼性が高く、また積極的な提案を含め的確に業務を履
行している。したがって、本業務を円滑かつ適正に実施するた
め、（社）近畿建設協会と随意契約を行うものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（18年度から一般競
争入札等に移行）
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6186 （社）近畿建設協会
平成17年度土砂災害防止広報
実施業務

吉川　知弘　六甲砂防事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉東町
３－１３－１８

平成17年4月19日 2,940,000

上記業者は、建設事業の係る豊富な経験と習熟した技術によ
り、建設行政の発展に寄与することを目的に設立された公益法
人である。その事業内容は、建設事業普及のための広報活
動、建設事業施行の調査研究に関する事業、建設工事の改良
及び発展を図る事業、講演会・研究会その他の催し物等の開
催、建設事業に関する業務の受託等多岐に亘っており、六甲
砂防事務所管内においても充分な実績をもっている。
　上記業者は、砂防事業の広報をはじめ、六甲砂防事務所管
内周辺の各市役所等との行政的折衝、交渉等実績を有し、ま
た技術者も多数配置しており行政的な知識、経験では他に並
ぶものがない。本業務の実施にあたっては、土砂災害防止に
関する広報に充分に精通していることはもちろん、各公的機関
との協議で砂防事業に関する行政的知識、経験及び実績が必
要となる。
　以上のことから、本業務を的確に遂行しうるのは、（社）近畿
建設協会になく、随意契約するものである。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6187 （社）近畿建設協会
平成１７年度淀川ダム統管広報
補助業務

上下　芳夫　淀川ダム統合管理
事務所　大阪府枚方市山田池北
町１０－１

平成17年4月27日 5,880,000

 社会資本の整備・維持管理は、日常生活や社会経済活動を支
えるうえで も基本となるものであり、事業を推進するためには
住民の理解と支援が不可欠である。　このため、ダムや水源地
域に対する理解を深め、関心を高揚さるための広報活動は、ダ
ムと地域が相互に連携し、一体となって実施する必要がある。
また、本業務を履行するうえで官公庁等の行政機関の連絡調
整、並びに行政的判断が不可欠である。 （社）近畿建設協会
は、建設事業に係わる豊富な経験と習熟した技術により、建設
行政の補完的役割をはたし、もって建設行政の発展に寄与す
ることを目的に設立された公益法人である。 事業内容は、建設
事業普及のための広報活動、建設事業施行の調査研究に関
する事業、建設工事の改良及び発展を図る事業、講演会・研
究会その他の催物の開催、建設事業に関する業務の受託及
び、その他これらの目的を達成するために、必要な事業等多岐
に亘っており、本業務の同種関連の運営作業等多数の受託実
績があり、本業務に必要な行政上の専門的な経験と知識を有
し、業務内容等に精通している者は（社）近畿建設協会の他に
ない。 よって、（社）近畿建設協会と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（18年度から一般競
争入札等に移行）
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6188 （社）近畿建設協会
平成１７年度淀川ダム統管広報
企画運営業務

神矢　　弘　淀川ダム統合管理
事務所　大阪府枚方市山田池北
町１０－１

平成17年8月22日 18,112,500

 本業務を履行するうえでは、淀川ダム統管管内及び淀川水系
のダムや水源地への理解を深め、関心を高揚させるために結
成された淀川ダム水源地ネットワークとの連携が必要不可欠
で、同ネットワークの会員である宇治市・名張市・大津市・山添
村等１６市町村、京都府・滋賀県等４府県、水資源機構、関西
電力、近畿地方整備局及び関連事務所との連絡調整を図りな
がら運営することが重要である。水源地ネットワークの事務局
は、（社）近畿建設協会が担当しているので同ネットワークの事
情に精通している。　（社）近畿建設協会は、建設事業に係わる
豊富な経験と習熟した技術により、建設行政の補完的役割を
はたし、もって国土交通行政の発展に寄与することを目的に設
立された公益法人であり、本業務で必要とされる知識・経験に
精通した技術者を多数有している。　また、別紙のとおり（社）近
畿建設協会は、本業務と同様な業務を多数受注した実績があ
る。よって同法人は、本業務の遂行条件を満たす知識・技術・
実績 を有し、業務を履行できる唯一の法人である。  したがっ
て、本業務の実施にあたり、（社）近畿建設協会と随意契約す
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6189 （社）近畿建設協会
平成17年度ウォーターステー
ション琵琶管理運営業務

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年4月1日 36,508,500

　本業務は、流域内のいろいろな方々が河川に関する情報を
お互いが収集・交換する場として、また、人々が交流を図る場と
して設けられたウォーターステーション琵琶を一般に公開する
ため、施設の運営管理全般を行うものである。本業務は、住民
や住民団体が主役となってウォーターステーション 琵琶を効率
的に利用することを支援するものである。従って、河川事業の
認識及び事業内容に精通しているだけではなく、住民への支援
に関し行政業務の補助としての豊富な知識と経験が必要であ
る。また、管理運営にあたっては人とのつながりや健全な信頼
関係を構築し、継続発展させていく必要があるとともに、隣接す
るアクア琵琶と連携した運用をする必要がある。また、幅広い
層の来館者が来られることが考えられ、その対応は慎重かつ
丁寧に行う必要がある。（社）近畿建設協会は、昭和３８年７月
１０日に大阪府知事の認可（昭和４８年１１月８日建設大臣主管
に移管）を受け設立された公益法人で、建設事業の円滑な推
進に資し、もって国土の発展に寄与することを目的としている。
上記業者は、琵琶湖、淀川についての幅広い知識を有し、ま
た、アクア琵琶の管理運営についても継続して実施しており、
河川事業に精通し、行政業務の補助としての知識と経験を有
する要員を擁している。以上のように河川事業に精通するとと
もに行政業務の補助としての知識と経験を有する業者は、上記
協会を除いては無く、（社）近畿建設協会に随意契約することに
より、本業務が円滑にかつ適切に履行できると認められる。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（18年度から一般競
争入札等に移行）
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6190 （社）近畿建設協会
平成17年度瀬田川洗堰操作分
室管理業務

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年4月1日 181,702,500

　本業務は、琵琶湖の治水及び利水等の歴史並びに琵琶湖開
発事業に関し流域住民の理解を深めることを目的として設置し
た瀬田川洗堰操作分室水のめぐみ館「アクア琵琶」を一般に公
開するため、施設の運営管理全般を行うものである。本業務
は、琵琶湖・淀川の治水、利水、水質、砂防、環境保全等河川
事業の重要性を啓発することを目的としており、琵琶湖・淀川
の歴史的な事業及び現在の河川行政の内容、これからの取り
組み等含めて一般住民に広めてゆく必要がある。従って、河川
事業の認識及び事業内容に精通していると共に、一般の人へ
の広報に関し行政業務の補助としての知識と経験が必要であ
る。また、来館者層は極めて幅広く、外国人来館者も少なくない
ことから、その対応は慎重かつ丁寧に行う必要がある。上記
（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習熟し
た技術により、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土の発
展に寄与することを目的に設立された公益法人であり、その事
業の内容は、建設事業普及のための広報活動、建設事業施工
の調査研究に関する事業、建設工事の改良及び発展を図る事
業、講演会・研究会その他催し物等の開催、建設事業に関する
業務の受委託等多岐にわたっている。また、上記業者は、琵琶
湖、淀川についての幅広い知識を有し、また、過年度において
も当該業務の実績と豊富な経験により当該業務に精通してお
り、同館の運営を通じ運営全般について習熟した要員を擁して
いる。以上のように河川事業に精通するとともに行政業務の補
助としての知識と経験を有する業者は、上記協会を除いては無
く、随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6191 （社）近畿建設協会
平成１７年度淀川資料館管理業
務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年4月1日 64,050,000

　本業務は、淀川資料館所蔵の資料を職員を始め行政・研究
機関や一般住民等に広く情報提供し、淀川の河川改修事業、
土木技術の向上、事業に対する理解及び地域と一体となった
河川行政に資するものである。上記（社）近畿建設協会は建設
事業にかかる豊富な経験と習熟した技術により建設行政の補
完的役割を果たし、建設行政の発展に寄与することを目的に設
立された公益法人である。また、淀川に精通しており充分な実
績を有している。また、平成１６年度業務において業務を担当
し、業務内容についても十分理解をしている。これらのことか
ら、円滑かつ適切な履行を行う上で適切に業務を遂行できる業
者は上記以外になく、上記業者と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6192 （社）近畿建設協会 平成１７年度上野遊水地遊水スイスイ館管理業務

谷　﨑　保　木津川上流河川事
務所　三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 2,672,250

　遊水スイスイ館は子ともから大人までを対象にした施設であ
り、遊水地事業を誰にでも分かりやすく説明する能力と広く広
報する能力も求められる。また河川整備計画において遊水スイ
スイ館は「河川レンジャー」（仮称）の試行的な活動拠点として
活用することとなっており、これらの事業に係わる資料を収集
し、分かりやすい広報活動を行うことが特に重要である。これは
単なる受付・案内のみでない業務であり、業務の実施にあたっ
ては、当事務所管内の河川間状況に精通していることに加え、
河川整備計画にも精通し、幅広い経験と人材を包括している必
要がある。（社）近畿建設協会は当事務所管内河川における河
川整備計画、対話集会、河川巡視、砂防施設点検などの実績
があり、詳細にわたり現地状況を熟知している。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（18年度から一般競
争入札等に移行）
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6193 （社）近畿建設協会 遊水スイスイ館運営業務
谷　﨑　保　木津川上流河川事
務所　三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年9月29日 2,782,500

　遊水スイスイ館は子供から大人までを対象にした施設であ
り、遊水地事業を誰にでも分かりやすく説明する能力と広く広
報する能力も求められる。また河川整備計画において遊水スイ
スイ館は「河川レンジャー」（仮称）の試行的な活動拠点として
活用することとなっており、これらの事業に係わる資料を収集
し、分かりやすい広報活動を行うことが特に重要である。これは
単なる受付・案内のみでない業務であり、幅広い経験と人材を
有している者に委託する必要がある。今年度は地域の特性等
を加味した「河川レンジャー」の検討を含めた新たな運営のあり
方を検討している段階であり、スイスイ館としてより効果的な情
報発信のための企画を試行的に実施し、今後の外部委員等を
交えた上記検討に生かすことを企図するものである。これらを
包括的・総合的に実施しうるのは、従来から本施設を管理して
いる（社）近畿建設協会をおいて他にない。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6194 （社）近畿建設協会
平成１７年度樋門操作員講習会
準備作業

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年5月11日 693,000

本作業を行うにあたっては、樋門操作員講習会の実施方法及
びその意義について十分な知識、経験及び理解を必要とする。
上記（社）近畿建設協会豊岡支所は、現在、円山川巡視業務に
従事していることから樋門等の操作実績や周辺状況について
も熟知している。　従って本作業を遂行するにあたり、豊富な経
験及び知識があり、且つ迅速性並びに個人情報を扱うため、信
頼性のある（社）近畿建設協会豊岡支所と随意契約をする。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6195 （社）近畿建設協会
平成17年度六甲キャンプ砂防運
営実施業務

吉川　知弘　六甲砂防事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉東町
３－１３－１８

平成17年8月3日 1,680,000

キャンプ砂防の目的は「砂防の意義と中山間地域及びそこに
生活する人々に対して果たす砂防の役割を、地元の人々との
共同作業や生活を通じて体験的に学ぶことにより、砂防に対す
る認識を深め、今後の土砂災害防止の推進に役立てる」となっ
ている。
　従って、本業務の実施に当たっては、六甲山系の砂防事業の
概要、砂防施設の諸元、六甲山系の地形等に精通していること
が必要不可欠である。又、研修生の目的に合わせた研修計画
の企画立案するためには、他機関が六甲山系で実施している
事業と調整しながら現地研修運営をする必要があるため、他の
機関との調整にも精通していることが必要である。
　上記業者は、建設事業に係る豊富な経験と習熟した技術によ
り、建設行政の発展に寄与することを目的に設立された公益法
人である。その業務内容は、建設事業普及のための広報活
動、建設事業施行の調査研究に関する事業、建設事業の改良
及び発展を図る事業、講演会、研究会その他の催し等の開
催、建設事業に関する業務の受託等多岐に亘っている。
　上記業者は、六甲砂防事務所管内においても、土砂災害防
止広報業務、砂防ダムの点検業務等を実施しており、砂防事
業に関し他機関との調整等経験豊富な技術員を有しており、本
業務に関する地域の行政、地理、地形、交通網、砂防施設の
規模、位置などを幅広く的確に掌握している。又、管内におい
てキャンプ砂防の実施運営の経験を有しており、危険箇所に対
する安全管理面の確保にも信頼でき、本業務を的確に遂行しう
るのは（社）近畿建設協会神戸支所以外にはなく、随意契約を
するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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6196 （社）近畿建設協会
平成１７年度真名川砂防学習運
営補助業務

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年7月15日 1,890,000

本業務は、大学生等を対象に砂防事業の意義と中山間地域及
びそこに生活する人々に対して果たす砂防事業の役割を、地
元の人々との共同作業や生活を通じて体験的に学ぶことによ
り、砂防に対する認識を深めてもらい、今後の土砂災害防止の
推進に役立てることを目的としている学習の補助を行うもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6197 （社）近畿建設協会
平成１７年度ラブリバーキャン
ペーン運営業務

谷　﨑　保　木津川上流河川事
務所　三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年7月15日 5,302,500

本業務の履行にあたっては、木津川上流域の状況や治水・利
水・環境及び河川美化に関する専門知識を有した技術者と現
場の状況に精通した技術者が業務にあたることか不可欠であ
り、一般住民に河川愛護思想の普及・啓発が図れる知識と経
験が不可欠である。（社）近畿建設協会は、建設事業に係る豊
富な経験と習熟した技術により、建設行政の補完的役割を果
たし、建設行政の発展に寄与することを目的として設立された
公益法人であり、雨量、水位観測、水質調査、河川巡視に関し
て幅広い専門知識を有した技術者を有しているとともに、木津
川上流域に関する各種情報調査を経験しているなど木津川上
流域の地形・地理的条件に精通している。また地元自治体、教
育関係者、オピニオンリーダー等とのつながりも深く、本業務の
木津川上流域を巡回する体験学習イベントの運営を円滑に遂
行できる。以上の通り、当該地域に特殊な業務上の経験を有し
ている業者は他に見受けられない。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

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

6198 （社）近畿建設協会
平成１７年度奈良国道広報誌作
成業務（一式）

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年4月4日 15,750,000

本業務は、奈良国道事務所のコミュニケーション型国土行政推
進に伴う広報活動を積極的かつ円滑に推め広く地域の方々に
対して道路行政についての理解を得るための広報誌を作成す
るものである。　本業務を実施するにあたっては、当事務所で
実施する会議･イベント等の取材等を行い、記事をまとめ、広報
誌としての校正を行うことが必要である。そのため、行政の情
報を幅広く広報するための的確な取材を行い効果的に記事を
まとめる、広報業務に関する経験豊富な技術者を従事させると
ともに専門的な知識、能力を有することが求められる。　社団法
人近畿建設協会は豊富な経験と習熟した技術により建設行政
の補完的な役割を果たすこと等を目的として設立された公益法
人である。その事業内容は建設事業普及のための広報活動、
講演会、研究会その他催し物等の開催、建設事業に関する業
務の受託等多岐にわたっており、これらの業務について近畿地
方整備局管内において十分な実績を有している。　よって、当
該業務の実施にあたっては、社団法人近畿建設協会と随意契
約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）
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6199 （社）近畿建設協会
五條新宮道路整備促進シンポジ
ウム運営作業（一式）

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年7月25日 997,500

本業務は、五條新宮道路の整備促進を目的として実施される
「五條新宮道路整備促進シポジウム」における会場運営および
運営に必要な準備を行うものである。社会法人近畿建設協会
は、建設事業かかる豊富な経験と習熟した技術によって、国土
交通行政の補完的役割を果たし、国土交通行政の発展に寄与
することを目的として設立された公益法人であり、本業務を実
施するにあたっては、道路事業に関する広範囲かつ高度な専
門知識、技術力及び行政的な知識を有し、道路事業における
イベント等実施の十分な経験と、それに基づくノウハウを有する
ことにより、中立・公平性による的確な判断が出来る能力が
整っている事が必要であり、上記条件と満たすのは当該法人
以外にはない。よって、社会法人近畿建設協会と随意契約する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6200 （社）近畿建設協会
平成１７年度関西広域連携に関
する広報業務（一式）

福岡彰三　近畿幹線調査事務所
大阪市福島区野田５－１７－２２

平成17年9月29日 34,125,000

　本業務は、近畿圏が課題として抱える大阪湾岸地域の相互
連携による地域活性化を念頭に、スーパー中枢港湾・国際空
港等の物流発信拠点と関西の世界的観光資源の拠点等を効
率よく結ぶ国際物流基幹ネットワーク（大阪都市再生環状道
路、第二名神　　　等）の整備、都市圏総合交通円滑化等の重
要性を一般の方々に理解してもらうことを目的に、シンポジウム
を開催するとともに、その内容を新聞広報するものである。
　本業務は、幹線道路交通ネットワーク（大阪都市再生環状道
路、第二名神　等）等の社会基盤整備の重要性に関する広報
活動であることから、実施に当たっては、建設行政、建設事業
の広報等に関する豊富な知識と経験が求められる。
　(社)近畿建設協会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって
国土開発の発展に寄与することを目的に設立された公益法人
であり、その事業内容は、建設事業普及のための広報活動、
建設事業施行の調査研究に関する事業、建設工事の改良及
び発展を図る事業、建設事業に関する業務の受託等多岐に
亘っている。
　当該法人はこれまでに、公益事業に関する事業内容として、
社会資本整備に関するＰＲ活動、地域開発シンポジウム等の
支援、などの広報事業を行った実績を有しており、また、近畿
地方整備局主催の広報活動等の企画・運営に関する業務実績
も多く、社会資本整備に関する広報活動に精通しているととも
に、本業務を実施する上で必要な、建設行政に関する知識と経
験を持つ職員を多数有している。
　したがって、本業務を的確かつ迅速に遂行することができる
唯一の法人は、同法人以外には無いことから、（社）近畿建設
協会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（18年度から一般競
争入札等に移行）
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6201 （社）近畿建設協会
平成１７年度「道の相談室京都」
相談受付窓口その他業務（一
式）

東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年4月1日 14,175,000

　本業務遂行には、「道の相談室」の開設主旨をはじめ、建設
行政全般についての内容を把握するに止まらず、道路管理に
関する高度の知識と一般沿道住民や道路利用者が必要とする
多様なニーズにリアルタイム、個別的に対応し得る豊富な行政
経験が求められ、国民から寄せられた相談に迅速にかつ適確
に対応することが必要な極めて特殊な業務である。
　（社）近畿建設協会は、建設行政にかかる豊富な経験と習熟
した技術により、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設
行政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であ
り、その業務内容は、建設事業普及のため広報活動、建設事
業施行の調査研究に関する事業、建設工事の改良及び発展を
図る事業、講演会・研究会その他催し物の開催、建設事業に関
する業務の受委託等多岐にわたる。
　当業者は、道路管理業務に熟知し、道路巡回、道路管理事
務及び道路法その他の関係法令並びに近畿地方整備局の諸
規定を十分理解している他、直轄管理区間及び関連地域情勢
に精通している。また、道路管理業務に関して行政的な経験豊
かな技術者及び技術力を保有し、平成１２年度に開設された
「道の相談室中央」「道の相談室北」「道の相談室長堀」の運営
補助業務の遂行実績もあり、道路管理に関する 新情報を蓄
積している。
　以上の理由により、本業務を履行できるのは、（社）近畿建設
協会しかない。よって、（社）近畿建設協会と随時契約するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6202 （社）近畿建設協会
平成１７年度曽根崎地下歩道利
用運営業務（一式）

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月1日 33,285,000

曽根崎地下歩道内の多目的スペースと掲示スペースの円滑か
つ効率的な管理運用、また、ＰＲコーナーにおいて、建設行政
について広く市民の理解と協力を得ることができるよう広報活
動を行うことを目的に発注するものである。
・（社）近畿建設協会の設立趣旨及び定款に定める「目的」及び
「事業内容」に適合している。
・ＰＲコーナーの目的を正しく理解し、円滑かつ適切に運営する
ためには国土交通行政全般についての経験と知識を有するな
ど、当該業務の目的等に精通していることが要求される。
・（社）近畿建設協会は、国土交通行政に関して豊富な経験と
知識を有する職員を有している。
・広報業務にかんしては、「アクア琵琶」（琵琶湖河川事務所）
及び「淀川資料館」（淀川河川事務所）において、運営管理業
務を過年度から継続して受託しており、適切な業務履行が可能
である。さらに、ふれあい近畿などの広報資料を作成しており、
国土交通行政に精通し当コーナーの運営についてもそれらを
十分活用できる。
・ＰＲコーナーの運営及び展示企画については、社会経済情勢
の動向に対応し、国土交通事業に関して広く市民の理解と協力
を得るような広報が必要であり、実施体制及び業務実績等から
考え（社）近畿建設協会以外に本業務に精通する経験豊富な
人員を有する者は外にない。
したがって、（社）近畿建設協会と随意契約するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（18年度から一般競
争入札等に移行）
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6203 （社）近畿建設協会
平成１７年度一般国道２４号橋
本・紀北東道路用地管理業務

大槻英治　和歌山河川国道事務
所
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年7月20日 3,570,000

本業務は、道路改築事業用地として取得済の用地を管理する
もので、隣接地主との相隣関係における的確な対応、不法占
用物件に対する指示や対応等用地管理に必要な法律等を熟
知するとともに、あわせて用地管理に関する経験を有すること
も必要である。（社）近畿建設協会は、建設事業に関わる豊富
な経験と習熟した技術により建設事業の推進を図ることを目的
として設立された公益法人であり、①用地管理に関する法律を
熟知した経験豊富な者を多数有し、隣接地主との相隣関係や
不法占用物件に対する的確な対応・指示ができる。②近畿地
方整備局管内において、用地管理業務や同種の業務に豊富な
実績を有している。同法人は、上記の①②を満たす唯一の法
人である。よって、本業務を遂行できる唯一の法人である（社）
近畿建設協会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6204 （社）近畿建設協会
バイパス買収済用地巡回管理
作業

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年7月12日 3,150,000

　（社）近畿建設協会は建設事業にかかる豊富な経験と習熟し
た技術により、建設行政の補完的役割を果たし、もって建設行
政の発展に寄与することを目的に設立された公益法人である。
　その事業内容は、建設事業普及のための広報活動・建設事
業施行の調査・研究に関する事業、建設事業全般にかかる各
種の業務・作業の受注等多岐にわたっており、近畿管内におい
て十分な実績を有している。
　本業務の実施にあたっては、道路法等熟知していることはも
ちろんのこと、道路管理行政の知識と豊富な経験を有してお
り、不法行為等を未然に防ぐとともに適切な維持管理ができる
のは同法人以外になく、よって同法人と随意契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6205 （社）近畿建設協会
８号竜王町鏡地区土地評価等
業務

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年9月15日 2,730,000

　本業務は、８号交通安全竜王町鏡地区歩道整備事業所用の
土地買収、建物移転等に　伴い必要となる、土地評価等を行
い、土地所有者等に対しての土地の評価方法、建　物等の補
償方針及び補償額の算定内容等の説明を行うものである。
　本業務の実施にあたっては、補償基準を初めとする損失補償
制度全般に精通し、　地権者等の関係人に対する補償説明の
豊富な経験と高度な知識を必要とする。さら　に、業務の円滑
な執行を図るためには、行政事務の状況等に精通した者に実
施さ　せることが必要である。
　当該法人は、公共事業の施行に伴う補償業務をはじめとする
幅広い調査、研究等　を行い建設行政の発展に寄与することを
目的に設立された公益法人であり、公共用　地の取得に関して
専門的な知識と豊富な実務経験を持ち、かつ、補償説明業務
を熟　知した職員を多数有している。
　本業務の遂行に必要な条件を満たす知識、技術、経験を併
せ持つのは同法人以外　にはなく社団法人近畿建設協会と随
意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6206 （社）近畿建設協会
交通安全１号北土山地区歩道
設置工事土地評価等業務

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年9月20日 12,285,000

  本業務は、交通安全１号土山町北土山地区歩道整備事業所
用の土地買収、建物移転　等に伴い必要となる、土地評価等を
行い、土地所有者等に対しての土地の評価方法、　建物等の
補償方針及び補償額の算定内容等の説明を行うものである。
　本業務の実施にあたっては、補償基準を初めとする損失補償
制度全般に精通し、　地権者等の関係人に対する補償説明の
豊富な経験と高度な知識を必要とする。さら　に、業務の円滑
な執行を図るためには、行政事務の状況等に精通した者に実
施さ　せることが必要である。
　当該法人は、公共事業の施行に伴う補償業務をはじめとする
幅広い調査、研究等　を行い建設行政の発展に寄与することを
目的に設立された公益法人であり、公共用　地の取得に関して
専門的な知識と豊富な実務経験を持ち、かつ、補償説明業務
を熟　知した職員を多数有している。
　本業務の遂行に必要な条件を満たす知識、技術、経験を併
せ持つのは同法人以外　にはなく社団法人近畿建設協会と随
意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6207 （社）近畿建設協会
交通安全８号六枚橋土地評価
等業務

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年9月27日 5,670,000

  本業務は、交通安全８号六枚橋地区歩道整備事業所用の土
地買収、建物移転等に伴い必要となる、土地評価等を行い、土
地所有者等に対しての土地の評価方法、建　物等の補償方針
及び補償額の算定内容等の説明を行うものである。
　本業務の実施にあたっては、補償基準を初めとする損失補償
制度全般に精通し、地権者等の関係人に対する補償説明の豊
富な経験と高度な知識を必要とする。さらに、業務の円滑な執
行を図るためには、行政事務の状況等に精通した者に実施さ
せることが必要である。当該法人は、公共事業の施行に伴う補
償業務をはじめとする幅広い調査、研究等　を行い建設行政の
発展に寄与することを目的に設立された公益法人であり、公共
用　地の取得に関して専門的な知識と豊富な実務経験を持ち、
かつ、補償説明業務を熟　知した職員を多数有している。
　本業務の遂行に必要な条件を満たす知識、技術、経験を併
せ持つのは同法人以外　にはなく社団法人近畿建設協会と随
意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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6208 （社）近畿建設協会
彦根市川瀬馬場地区土地評価
等業務

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年10月24日 4,725,000

　本業務は、交通安全８号彦根市川瀬馬場地区歩道整備事業
所用の土地買収、建物移　転等に伴い必要となる、土地評価
等を行い、土地所有者等に対しての土地の評価方　法、建物
等の補償方針及び補償額の算定内容等の説明を行うものであ
る。
　本業務の実施にあたっては、補償基準を初めとする損失補償
制度全般に精通し、　地権者等の関係人に対する補償説明の
豊富な経験と高度な知識を必要とする。さら　に、業務の円滑
な執行を図るためには、行政事務の状況等に精通した者に実
施さ　せることが必要である。
　当該法人は、公共事業の施行に伴う補償業務をはじめとする
幅広い調査、研究等　を行い建設行政の発展に寄与することを
目的に設立された公益法人であり、公共用　地の取得に関して
専門的な知識と豊富な実務経験を持ち、かつ、補償説明業務
を熟　知した職員を多数有している。
　　業務の遂行に必要な条件を満たす知識、技術、経験を併せ
持つのは同法人以外　にはなく社団法人近畿建設協会と随意
契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6209 （社）近畿建設協会
清滝生駒道路下田原地区用地
調査監督等補助業務

前田陽一　浪速国道事務所　枚
方市南中振３－２－３

平成17年11月4日 9,870,000

本業の遂行に当たっては、用地取得の前提となる用地測量に
伴う「境界立会」の後に「境界確定」「土地調書の確認」を短期
間に集中して行う必要があることから、境界立会・境界確定・土
地調書の確認等において地権者や地元役員等に対してきめ細
やかな対応が必要であること、かつ、道路行政に関する幅広い
知識と補償基準を始めとする損失補償制度に精通していること
が必要であることから、公共用地の取得に関する事務に豊富
な実務経験を有することが求められる。
　社団法人　近畿建設協会は、公共用地の取得に関する専門
的な知識と豊富な行政経験を持ち、かつ、広範囲な用地補償
業務に精通した職員を多数擁しており、本業務の履行に関して
高い信頼性が認められる唯一の公益法人である。
　以上の理由により、本業務の遂行に必要となる条件を満たす
知識、経験、要員を併せ持つ、社団法人　近畿建設協会と随意
契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6210 （社）近畿建設協会
円山川一日市宮島地区用地調
査確認等業務

後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年7月19日 37,275,000

本業務を遂行するためには、用地補償を行う上で必要な「一般
補償基準」・「公共補償基準」等用地に関係する法令に精通し、
用地事務に関する幅広い知識と経験が必要であるとともに、地
権者や地元役員等に対して信頼性・公平性・中立性が必須で
あり、地権者等との交渉で得た情報等は国土交通省職員と同
等の機密の保持も求められる。社団法人近畿建設協会は、建
設事業にかかる豊富な経験と習熟した技術により、建設行政
の補完的役割を果たし、建設行政の発展に寄与することを目
的に設立された公益法人である。上記法人は、公共用地の取
得に関する高度な知見と豊富な実務経験を持ち、かつ、用地
補償業務に熟知した職員を多数有しており、本業務に求められ
る地権者等に対する種々の知見と公正な判断能力を有してい
る。本業務の遂行に必要な上記条件を満たす知識、技術、経
験を併せ持つものは、同法人以外にはないことから、社団法人
近畿建設協会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6211 （社）近畿建設協会 １７年度用地補償技術業務委託
吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年4月1日 26,250,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6212 （社）近畿建設協会
平成17年度六甲砂防事務所用
地補償技術業務

吉川　知弘　六甲砂防事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉東町
３－１３－１８

平成17年4月1日 39,480,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6213 （社）近畿建設協会
平成１７年度用地取得補償説明
技術業務

大槻英治　和歌山河川国道事務
所
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月2日 13,807,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6214 （社）近畿建設協会
平成１７年度京都国道用地補償
事務補助（その２）業務

東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年4月1日 39,217,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6215 （社）近畿建設協会
平成１７年度京都国道用地補償
事務補助業務

東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年4月1日 13,702,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6216 （社）近畿建設協会 平成１７年度用地補償技術業務
脇坂安彦　大戸川ダム工事事務
所　大津市大萱１－１９－３２

平成17年4月1日 6,982,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6217 （社）近畿建設協会
平成１７年度奈良国道事務所用
地補償技術業務

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年4月1日 13,692,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6218 （社）近畿建設協会 平成１７年度用地補償技術業務
井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年4月1日 13,807,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6219 （社）近畿建設協会
平成１７年度用地補償技術業務
（その１）

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年4月1日 13,702,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6220 （社）近畿建設協会
平成１７年度用地補償技術（そ
の２）業務

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年4月1日 13,650,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6221 （社）近畿建設協会 平成１７年度用地関係技術業務
後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年4月28日 14,175,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6222 （社）近畿建設協会
第二阪和国道等用地補償技術
委託業務

前田陽一　浪速国道事務所　枚
方市南中振３－２－３

平成17年4月1日 13,702,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6223 （社）近畿建設協会
足羽川直轄下流区間改修事業
補償説明業務

岡積敏雄　足羽川ダム工事事務
所
福井市成和１丁目２１１１

平成17年6月20日 8,190,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6224 （社）近畿建設協会
平成１７年度若狭町天徳寺地区
補償説明業務

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年4月12日 1,627,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6225 （社）近畿建設協会
平成17年度ＧＢ烏原地区補償説
明業務業務

吉川　知弘　六甲砂防事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉東町
３－１３－１８

平成17年11月25日 17,535,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6226 （社）近畿建設協会
平成17年度ＧＢ板宿地区補償説
明業務業務

吉川　知弘　六甲砂防事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉東町
３－１３－１８

平成17年12月27日 18,900,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6227 （社）近畿建設協会
２６号和歌山北バイパス外事業
損失補償説明業務

大槻英治　和歌山河川国道事務
所
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年6月22日 1,470,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6228 （社）近畿建設協会
平成１７年度猿谷ダム管理施設
敷地賃貸借補償説明等業務

細川　雅　紀の川ダム統合管理
事務所　五條市三在町1681

平成17年5月19日 2,908,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6229 （社）近畿建設協会
平成１７年度白屋地区用地補償
説明業務

細川　雅　紀の川ダム統合管理
事務所　五條市三在町1681

平成17年6月13日 30,660,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6230 （社）近畿建設協会
平成１７年度山城町北河原地区
補償説明等業務

東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年5月23日 8,505,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6231 （社）近畿建設協会
平成１７年度９号亀岡市大井町
補償説明業務

東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年6月24日 1,522,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6232 （社）近畿建設協会
８号西浅井地区融雪事業補償
説明業務

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年12月2日 2,940,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6233 （社）近畿建設協会
平成17年度事業損失補償費用
負担説明等業務

河村 賢二 　琵琶湖河川事務所
滋賀県大津市黒津四丁目5番1
号

平成17年7月1日 22,995,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6234 （社）近畿建設協会
丹波綾部道路瑞穂地区用地説
明等業務

松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年4月27日 24,885,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6235 （社）近畿建設協会
第二京阪道路（長尾東地区）補
償説明業務

前田陽一　浪速国道事務所　枚
方市南中振３－２－３

平成17年5月6日 5,145,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6236 （社）近畿建設協会
木津川高島地区官民境界立会
業務

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年12月22日 2,047,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6237 （社）近畿建設協会
精華町宿舎境界確定交渉補助
業務

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年6月1日 362,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6238 （社）近畿建設協会
滋賀国道管内敷地関係技術業
務（一式）

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年4月1日 11,970,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6239 （社）近畿建設協会
一般国道１７１号高槻市松原町
地区事業認定申請図書作成業
務

村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年7月7日 4,651,500

 　本業務は、一般国道１７１号高槻市松原町地区に存する八
丁畷交差点改良事業の計画的かつ円滑な用地取得を行うた
め、土地収用法に基づく事業認定の告示を受けるべく、事業認
定申請図書の作成を行うものである。（社）近畿建設協会は、
建設事業に係る豊富な経験と習熟した技術により、国土交通
行政の補完的役割を果たし、もって、国土交通行政の発展に寄
与することを目的に設立された公益法人であり、本業務で必要
とされる専門知識をもった行政経験豊富な職員を多数有してい
る。 （社）近畿建設協会は、用地関係の専門的知識と習熟した
行政経験者、補償業務管理士を多数有し、かつ、事業認定等
収用関係業務に優れた実績と業務遂行に当たっての判断分析
力を備えている。本業務は、公共用地の取得及び土地収用法
等に関する高度の知識と経験が必要であるとともに、公平性・
中立性及び機密の保持が強く求められる。また、本業務を遂行
するには、行政面での対応や判断が必要であり、関係法令・各
種指針及び基準等を十分熟知した、行政経験豊富な担当者を
必要とする。（社）近畿建設協会は、本業務の遂行に必要な上
記条件を満たす知識、技術、経験を有し、守秘義務と公平・中
立な立場を保持して業務を履行できる唯一の法人である。 した
がって、本業務の実施に当たり（社）近畿建設協会と随意契約
するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6240 （社）近畿建設協会
永平寺大野道路３工区事業認
定相談用資料作成業務

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年8月18日 6,436,500

　本業務は、事業認定庁（国土交通省本省）に提出する事業認
定申請書の作成に先立ち、その事前相談に必要となる資料を
作成するものである。本業務の実施にあたっては、事業認定の
告示を受けるために、当該公共事業の計画の妥当性を実証す
る知識及び説明能力を有するとともに土地収用法等の関係諸
法令に精通する等の建設事業に関する幅広い知識と経験が求
められる。上記の社団法人近畿建設協会は、建設業務の経験
とその技術を活用し、建設事業の円滑な遂行を目的として昭和
３８年に設立された。 その業務内容は、建設事業に関し多岐に
わたっているが、特に事業認定関係の業務については、公共
事業の計画説明及び用地補償業務に精通した職員が豊富で、
当事務所管内をはじめ近畿管内において十分な実績を持って
いる。以上の理由により、本業務を唯一遂行できる社団法人近
畿建設協会と随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6241 （社）近畿建設協会
一般国道４２１号石榑峠道路事
業認定協議用資料作成業務

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年7月19日 4,935,000

　今回の事業認定の申請に当たっては、任意交渉と並行しなが
ら進めるものであり、細心の注意を払いながら調査及び取扱を
必要とすることから、厳格な中立性、公共性、機密保持が特に
要求され、競争契約に付することは不適切である。加えて、公
共事業用地の取得及び土地収用法に関する事務に精通してい
なければ業務を実施することは困難であり、豊富な知識と経験
を有することは不可欠である。
　社団法人近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験と習
熟した技術により、国土交通行政の補完的役割を果たし、もっ
て国土交通行政の発展に寄与することを目的に設立された公
益法人であり、中立性、公平性の確保及び規律の保障という点
などにおいても信頼ができ、かつ事業認定申請業務について
は、近畿地方整備局管内において充分な実績を有している。
　以上の理由により、本業務を適切に遂行することができる社
団法人近畿建設協会と随意契約するものである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量
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6242 （社）近畿建設協会
平成１７年度広域幹線道路事業
認定資料作成業務

田口　定一　阪神国道事務所
兵庫県芦屋市川西町１４－１

平成17年8月24日 0

　本業務を遂行するには、国土交通行政の道路事業に関する
理解と把握に止まらず、道路用地収用に関する高度な知識と
事業認定庁や関係機関対応などの豊富な行政経験が必要不
可欠である。
　また、事業認定庁や関係機関との調整には迅速かつ的確な
対応が求められ、極めて特殊な業務である。
　（社）近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験と習熟し
た技術の蓄積により、国土交通行政の補完的役割を果たし、
もって国土交通行政の発展に寄与することを目的に設立された
公益法人である。
　当事業者は、これまでに道路行政に関する事業認定手続き
の補助業務の実績とその資料作成及びノウハウを蓄積してお
り、収用手続きに関して行政的な豊富な技術力を要する人材を
保有している。
　さらに、他の法人が本業務を行った場合、必要とする資料及
び技術力の習得に多大な労力と時間を要することとなり、本業
務の適切な執行が極めて困難である。
　よって、上記法人は、本業務を遂行し得る唯一の法人であ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6243 （社）近畿建設協会
一般国道１６１号志賀バイパス
事業認定協議用資料作成業務

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年7月29日 5,775,000

　本業務の実施にあたっては、任意交渉と並行して作業するこ
とから、細心の注意を払いながらの調査と慎重なる配慮が必要
である。加えて、公共事業用地の取得及び土地収用法に関す
る事務に精通していなければ業務を実施するのは困難であり、
豊富な知識と経験を有することが不可欠である。
　近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験と習熟した技
術により、国土交通行政の補完的役割を果たし、もって国土交
通行政の発展に寄与することを　目的に設立された公益法人
であり、中立性、公平性の確保及び規律の保障という点などに
おいても信頼でき、かつ、事業認定申請事務については、近畿
地方整備局管内において充分な実績を有している。
　　本業務の遂行に必要な条件を満たす知識、技術、経験を併
せ持つのは同法人以外にはなく社団法人近畿建設協会と随意
契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6244 （社）近畿建設協会
１号水口道路事業認定事前相
談用資料作成業務

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年9月30日 6,090,000

  本業務は、１号水口道路事業に係る用地取得のため、土地収
用法に基づく手続　きを進めるあたって、事業認定の事前相談
用資料の作成を行うものである。
　本業務の実施にあたっては、任意交渉と並行して作業するこ
とから、細心の　注意を払いながらの調査と慎重なる配慮が必
要である。加えて、公共事業用地　の取得及び土地収用法に
関する事務に精通していなければ業務を実施するのは　困難
であり、豊富な知識と経験を有することが不可欠である。
　近畿建設協会は、建設事業に係る豊富な経験と習熟した技
術により、国土　交通行政の補完的役割を果たし、もって国土
交通行政の発展に寄与することを　目的に設立された公益法
人である。
　同法人はは、本業務に必要な土地収用事務に関して専門的
な知識と豊富な実　務経験を多数持ち、かつ、近畿地方整備局
管内における事業認定申請図書作成　業務等に関して優れた
実績を有している。
　本業務の遂行に必要な条件を満たす知識、技術、経験を併
せ持つのは同法人以外　にはなく社団法人近畿建設協会と随
意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6245 （社）近畿建設協会
姫路北ＢＰ事業認定協議用資料
作成業務

井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成18年3月13日 6,300,000

　本業務は、関係権利者との 終的な任意交渉が進められる
中での、土地収用法による権利取得を前提とした業務であり、
情報が漏洩した場合には、交渉が決裂する可能性が高く、情
報の高度な秘密性の確保が必要である。
　また、事業の公益上の必要性の要件を満たすことを示す資料
を作成するためには土地収用法、道路法、河川法、道路構造
令、河川管理施設構造令等多数の行政関係法令及び事業計
画等の行政経験に基づく実務的な広範な専門的知識と経験が
必要である。
　社団法人近畿建設協会は、行政に通じた経験者を多数有し
ており、事業認定等収用関係業務に関し多くの経験と優れた実
績を有しているため、公正な判断能力で的確な成果品が得ら
れる。また、収用関係業務を遂行するため分室を設置している
など職務環境も整備されており高度な守秘義務も確保されてい
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6246 （社）近畿建設協会 事業認定申請図書作成業務
松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成18年2月23日 2,100,000

　本業務は、土地収用法の規定に基づく事業認定申請を行うに
あたり必要となる申請図書及び添付書類等の作成を行うもの
である。事業認定申請書及び添付書類の図書の内容は高度で
専門的であり、かつ詳細に及んでいるため、事業認定申請手
続きを円滑に進めるためには、用地関係業務に関する高度な
専門的知識及び行政経験が必要である。また、本業務の実施
にあたっては、任意交渉と並行しながら進めることから、緻密な
調査と慎重なる配慮が必要とされ、厳格な中立性、公共性、機
密の保持が強く求められる。社団法人近畿建設協会は、国土
交通行政に係る豊富な経験と習熟した技術により国土交通行
政の補完的役割を果たし、もって国土交通行政の発展に寄与
することを目的に設立された公益法人である。同法人は、本業
務に必要な土地収用事務に関して専門的な知識と豊富な実務
経験を多数持ち、かつ事業認定等収用業務に関して優れた実
績を有している。したがって、本業務の遂行に必要な条件を満
たす知識、技術、経験を併せ持つのは同法人以外にはなく、本
業務の効果的かつ円滑な実施を図るため、社団法人近畿建設
協会と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6247 （社）近畿建設協会
第二京阪道路（大阪北道路）事
業認定本申請図書作成業務

前田陽一　浪速国道事務所　枚
方市南中振３－２－３

平成18年1月26日 9,450,000

　　本業務は、土地収用法の規定に基づく事業認定申請の事
前相談の完了に伴う本申請を行うにあたり必要となる事業認定
申請書及び添付書類の図書の作成を行うものである。
　事業認定申請書及び添付書類の図書の内容は高度で専門
的であり、かつ詳細に及んでいるため、事業認定申請手続きを
円滑に進めるためには、用地関係業務に関する高度な専門的
知識及び行政経験に基づいた的確な判断力が求められる。ま
た、本業務の実施にあたっては、任意交渉と並行しながら進め
ることから、緻密な調査と慎重なる配慮が必要とされ、厳格な
中立性、公共性、機密の保持が強く求められる。
　社団法人近畿建設協会は、国土交通行政に係る豊富な経験
と習熟した技術により国土交通行政の補完的役割を果たし、
もって国土交通行政の発展に寄与することを目的に設立された
公益法人である。
　同法人は、本業務に必要な土地収用事務に関して専門的な
知識と豊富な実務経験を多数もち、かつ事業認定等収用業務
に関して優れた実績を有している。
　したがって、本業務の遂行に必要な条件を満たす知識、技
術、経験を併せ持つのは同法人以外にはなく、本業務の効果
的かつ円滑な実施を図るため、社団法人近畿建設協会と随意
契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6248 （社）近畿建設協会 Ｒ２４裁決申請図書等作成業務
山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年5月27日 1,386,000

収集手続きを熟知し、土地収用法を始めとした様々な行政法令
及び損失補償基準等に関する広範囲かつ高度な専門知識・技
術力を備えた職員を数多く有しており、その実施機関として、裁
決申請図書の作成という行政行為の一環をなす性格から中立
性・公平性による的確な判断ができる能力が整っていることが
必要であり、当該法人以外にない。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

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

6249 （社）近畿建設協会
平成１７年度猿谷ダム管理支所
清掃・賄い等業務

細川　雅　紀の川ダム統合管理
事務所　五條市三在町1681

平成17年4月1日 241,500

本業務は、近畿地方整備局管内において清掃・賄い等の業務
の見直しが行われるなか、履行場所が不便地であるため本業
務を履行できる民間業者が存在しないことから、委託契約を承
認されたものである。また、本業務は、庁舎内での業務であり、
経験・機密保持等信頼度の高い相手方に委託する必要があ
る。（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習
熟した技術により建設行政の補完的役割を果たし、建設行政
の発展に寄与することを目的として設立された公益法人であ
る。その事業の内容は、建設事業普及のための広報活動・調
査研究に関する事業・建設事業に関する受託等多岐にわたっ
ており、近畿地方整備局管内においても多大な実績を有してい
る。従って、各種事業に精通した経験豊富な職員を有し、十分
な業務上の知識と経験があり良好な成果が期待でき、また、地
元状況にも精通しており、本業務にふさわしい適切な人材確保
を行うためには（社）近畿建設協会と随意契約を締結する必要
がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6250 （社）近畿建設協会
平成１７年度大滝ダム管理支所
清掃・賄い等業務

細川　雅　紀の川ダム統合管理
事務所　五條市三在町1681

平成17年4月1日 273,000

本業務は、近畿地方整備局管内において清掃・賄い等の業務
の見直しが行われるなか、履行場所が不便地であるため本業
務を履行できる民間業者が存在しないことから、委託契約を承
認されたものである。また、本業務は、庁舎内での業務であり、
経験・機密保持等信頼度の高い相手方に委託する必要があ
る。（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経験と習
熟した技術により建設行政の補完的役割を果たし、建設行政
の発展に寄与することを目的として設立された公益法人であ
る。その事業の内容は、建設事業普及のための広報活動・調
査研究に関する事業・建設事業に関する受託等多岐にわたっ
ており、近畿地方整備局管内においても多大な実績を有してい
る。従って、各種事業に精通した経験豊富な職員を有し、十分
な業務上の知識と経験があり良好な成果が期待でき、また、地
元状況にも精通しており、本業務にふさわしい適切な人材確保
を行うためには（社）近畿建設協会と随意契約を締結する必要
がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6251 （社）近畿建設協会 新宮寮管理補助業務
黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年4月1日 178,500

寮にかかる福利厚生業務は、寮生の日常生活における肉体的
又は精神的生活を充実し、寮生の精神的安定や健康維持に寄
与するものである。この所期の目的を達成（履行）することに
よって、初めて寮生の日常生活の健康・安全・衛生が確保でき
るものである。本業務が、直接の受益をもっぱら受ける寮生の
ために、円滑に執行されるためには、各年度ごと頻繁に業者が
入れ替わることは業務内容（寮生の入退居時の物的・心的援
護、食生活の安定、連絡窓口等）からして、適当ではなく、実績
のある同一業者が一定の年限、継続して業務に従事すること
が必要不可欠である。上記業者は、本業務の受託者として、上
記の目的を十分履行できる実績があることから、当該業者と随
意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6252 （社）近畿建設協会 清掃・賄業務
黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年4月1日 252,000

当所が上記業務の委託を開始して以来、串本町において上記
業務の実施ができる業者がおらず上記協会に委託をしている。
同協会は職場事情に熟知した人材を多数擁しており、業務の
円滑な運営と職場環境の保全、厚生福祉の増進が期待でき
る。よって（社）近畿建設協会と随意契約を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項） その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6253 （社）近畿建設協会
平成１７年度管理支所清掃・給
食等業務

中村　甚一　九頭竜川ダム統合
管理事務所　福井県大野市中野
２９－２８

平成17年4月1日 6,888,237

　上記（社）近畿建設協会は、建設事業に係わる豊富な経験と
習熟した技術により、建設行政の補完的役割を果たし、建設事
業の円滑な推進に資し、もって国土の発展に寄与することを目
的に設立された公益法人である。その事業内容は、建設事業
普及のための広報活動、建設事業施工に関する調査研究、職
員の福利厚生に関する事業等多岐にわたっており、清掃・給食
等業務も事業内容のひとつとなっている・
　真名川ダム管理支所及び九頭竜ダム管理支所は、ダム管理
事業の前線基地であり、常に緊急事態さらされる可能性を有し
ている。また、両支所近隣には、食堂・給食施設等がなく、平常
時・緊急時を問わず給食業務の役割は重要である。さらに、両
支所はゲート操作システムを有し、施設の清掃等については細
心の注意を必要とする。そのため、本業務にあたっては、清
掃、給食についてのノウハウだけでなく、ダム管理事業、さらに
は実際のダム管理業務や災害対策業務等についての十分な
理解を有していることが望ましい。
　当協会は、ダム管理に係る情報連絡業務や河川管理補助業
務等について十分な実績を有しており、これらを通じて、ダム管
理事業、災害対策事業等について十分に精通しているととも
に、業務従事者に対する教育・指導・管理も十分に行われてい
る。さらに、奥越地区山村部において、清掃・給食等業務を行
いうる唯一の事業者である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6254 （社）近畿建設協会
平成１７年度中野寮管理補助業
務

中村　甚一　九頭竜川ダム統合
管理事務所　福井県大野市中野
２９－２８

平成17年4月1日 4,662,000

　上記（社）近畿建設協会は、建設事業に係わる豊富な経験と
習熟した技術により、建設行政の補完的役割を果たし、建設事
業の円滑な推進に資し、もって国土の発展に寄与することを目
的に設立された公益法人である。その事業内容は、建設事業
普及のための広報活動、建設事業施行に関する調査研究、職
員の福利厚生に関する事業等多岐にわたっており、寮管理補
助業務も事業内容のひとつとなっている。
　中野寮には、若年職員ばかりでなく事務所幹部職員も寄宿し
ており、緊急時の対外的な連絡窓口としての役割が重要である
とともに、緊急時の待機基地的な役割も有しており、本業務に
あたっては、ダム管理事業についての十分な理解が必要不可
欠であるとともに、ダム管理に係る情報連絡についてのノウハ
ウを有していることが望ましい。
　当協会は、ダム管理事業について精通しており、ダム管理に
係る情報連絡業務についても十分な実績を有するとともに、業
務従事者に対する教育・指導・管理が十分に行われている。さ
らに、奥越地区において、総合的な寮管理補助業務を行いうる
唯一の事業者である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6255 （社）近畿建設協会 宿舎等巡視管理補助業務
藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年5月23日 12,043,500

本業務は、宿舎等の国有財産の巡視管理の補助を行うもので
ある。本業務を履行するためには、国有財産法、宿舎法などの
諸規程を理解し、行政管理等の経験を有するとともに、土地の
不正使用等に係る指導取り締まりの補助や現地における苦情
申し立て等に対応する必要がある。また、業務履行上必要とな
る資料には、職員個々の宿舎への入退去を始め、個人情報に
関する事項が多く含まれている。上記、（社）近畿建設協会は、
建設行政の発展に寄与することを目的に設立された法人であ
り、建設行政に係る豊富な経験と習熟した能力により、建設行
政の多方面について補完的役割を果たし、宿舎巡視管理等に
精通し、経験豊富で優秀な職員を多数擁しているとともに、これ
らに関連する業務の十分な実績を有している。上記の理由か
ら、本業務の履行にあたっては（社）近畿建設協会以外にはな
く、上記協会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6256 （社）近畿建設協会 平成１７年度電話交換業務
村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月1日 3,255,000

本業務は、電話交換という性質上、国土交通省の事情に精通
し、国土交通行政の目的を理解し、多種多様な相手からの電
話を適切かつ迅速に処理することが求められる。また、通話内
容等業務上知り得たことについて高度な守秘義務を求めるも
のである。（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経
験と習熟した技術力により建設行政の補完的役割を目的として
設立された公益法人であり、同種の業務において当事務所以
外にも多くの経験を有し、内容的にも十分な実績がある。本件
を実施出来る唯一の者である、（社）近畿建設協会と随意契約
するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6257 （社）近畿建設協会
平成１７年度福井河川国道事務
所電話交換等その他業務

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年4月1日 10,815,000

当事務所は多種多様の業務を抱えており、さらに情報化が進
み社会的にも迅速且つ的確な窓口業務が求められている。ま
た、他の業務に関しても個人的情報の入力作業等のため、機
密の保持を必要とする特殊的な業務のうえ、資料等の紛失防
止について    も 善の注意を図る必要がある。したがって、本
業務の履行にあたっては、直轄事業等の把握及び幅広く業務
に精通していることと、個人情報等の漏洩防止において信頼性
を備えていることが不可欠である。また、対外的な対応におい
ても、幅広く国土交通行政の業務に精通していることが必要で
ある。この法人は、国土交通行政の発展に寄与することを目的
に設立された法人であり、その補完的役割を果たし、幅広く業
務に精通し、信頼性も備えている。以上のことから、本業務を
遂行できるのは、唯一この法人であり、随意契約を行うもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6258 （社）近畿建設協会
平成１７年度大和川河川事務所
電話交換及び資料作成業務

元永　秀　大和川河川事務所
大阪府柏原市大正２－１０－８

平成17年6月20日 3,092,568

　本業務は、大和川河川事務所において外線電話の取り次ぎ
及び総務課一般業務を行うものである。外線電話には、当事務
所発注工事にかかる受注業者との打ち合わせや契約等につい
ての関係者、一般からの問い合わせの他、水文、水防、災害、
事故等についての緊急連絡や苦情がある。緊急連絡や苦情
は、 初の対応である電話の取り次ぎを誤ると対応が遅れた
り、問題が拡大することが多く、迅速かつ正確な対応が必要に
なる。総務課資料整理業務においても、業務に熟知し、かつ機
密を確保することが必要とされる場合がある。そこで、当事務
所の業務内容を熟知し、それに対応できる人材の確保が不可
欠になる。（社）近畿建設協会は、建設事業にかかる豊富な経
験と習熟した技術により、建設事業の円滑な推進に資するとと
もに、国土交通行政の補完的役割を果たし、もって国土開発の
発展に寄与することを目的に設立された公益法人であり、経験
豊富な技術者を有しているのは他にはないことから、（社）近畿
建設協会と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

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

6259 （社）近畿建設協会 電話交換等補助業務
吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年6月30日 2,415,000

　本業務は、淀川河川事務所において外線電話の取り次ぎ及
び総務課一般事務を行うものである。外線電話には、当事務所
発注工事にかかる受注業者との打ち合わせや契約等について
の関係者、一般からの問い合わせの他、水文、水防、災害、事
故等についての緊急連絡や苦情がある。緊急連絡や苦情は、

初の対応である電話の取り次ぎを誤ると対応が遅れたり、問
題が拡大することが多く、迅速かつ正確な対応が必要になる。
総務課一般事務においても、業務に熟知し、かつ機密を確保
する事が必要とされる場合がある。　そこで、職場事情を熟知
し、それに対応できる人材の確保が不可欠になる。上記法人
は、長年国土交通行政に従事し、工事・管理等に関する幅広い
経験を活用して国土交通行政の補完的役割を果たし、国土交
通行政の発展に寄与することを目的に設立された法人であり、
幅広く業務に精通し、信頼性も備えている。この条件を満たす
業者は上記業者しかないため、上記業者と随意契約をするも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6260 （社）近畿建設協会 平成17年度電話交換等業務
吉川　知弘　六甲砂防事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉東町
３－１３－１８

平成17年4月1日 3,255,000

 本業務は本来職員が行うものであり対外的にも六甲砂防事務
所の窓口として重要な業務であり、業務全般に対する知識と信
頼性が必要である。特に電話交換業務はその業務の性格か
ら、事務所各課各係業務を把握することはもとより建設事業に
係る知識経験も必要となり、それらを踏まえて迅速かつ的確な
電話対応・取り次ぎ対応ができる必要がある。また、取次ぎ内
容及び部外関係者等について機密の保持をする必要もある。
上記業務を迅速かつ的確に処理するためには、本件業務ある
いは、類似業務に係る経験、実績のある業者に委託する必要
がある。（社）近畿建設協会は建設事業にかかる豊富な経験と
習熟した技術により建設行政の補完的な役割を果たし、建設
行政の発展と事業の円滑な遂行に協力することを目的に設立
された公益法人であり、建設事業・近畿地方整備局業務に関し
豊富な経験と知識を有する職員を多数擁しており、また、本業
務の受託者として目的を十分に確保できる信頼と実績がある。
建設事業・近畿地方整備局業務に関し豊富な経験と知識を有
し、本業務の目的を十分達成しうる者は、（社）近畿建設協会以
外になく同社団法人と随意契約を結ぶものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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6261 （社）近畿建設協会
平成１７年度紀の川ダム統管電
話交換・証拠書編纂業務

細川　雅　紀の川ダム統合管理
事務所　五條市三在町1681

平成17年4月1日 6,825,000

本業務は、庁舎内での業務であり、経験・機密保持等信頼度の
高い相手方に委託する必要がある。（社）近畿建設協会は、建
設事業にかかる豊富な経験と習熟した技術により建設行政の
補完的役割を果たし、建設行政の発展に寄与することを目的と
して設立された公益法人である。その事業の内容は、建設事業
普及のための広報活動・調査研究に関する事業・建設事業に
関する受託等多岐にわたっており、近畿地方整備局管内にお
いても多大な実績を有している。従って、各種事業に精通した
経験豊富な職員を有し、十分な業務上の知識と経験があり、良
好な成果が期待でき、また、地元状況にも精通しており、本業
務にふさわしい適切な人材確保を行うためには（社）近畿建設
協会と随意契約を締結する必要がある。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6262 （社）近畿建設協会
紀南河川国道事務所電話交換
業務

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成17年4月1日 3,549,000

本業務は、機密の保持を要する等、業務の性格上信頼性と実
積のある相手方と契約する必要がある。社団法人近畿建設協
会は、近畿地方整備局の事業の円滑な遂行に協力することを
目的とし、各種事業の中で福利厚生に関する事業等、近畿地
方整備局の工事事務所において実績を有している。よって信頼
性と実績のある近畿建設協会と随意契約をするものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6263 （社）近畿建設協会 電話交換業務
東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年4月1日 3,517,500

   本業務は、建設行政全般に精通するとともに当事務所の業
務内容についても熟知している必要があるのみならず、取扱に
注意を要する情報に接することから、高度の守秘義務を誠実に
履行することが必要となる。（社）近畿建設協会は建設事業に
かかる豊富な経験と習熟した技術により、建設行政の補完的
役割を果たし、建設行政の発展に寄与することを目的に昭和３
８年７月１０日に設立された法公益人である。 その事業内容
は、建設事業普及のための広報活動、建設事業施行の調査研
究に関する事業、建設事業の発展を図るための各種講演会・
研究会・その他催し物の開催等、建設行政発展のため多岐に
わたり近畿管内において充分な実績をもっている。本業務は、
建設行政全般に精通し、当事務所の業務内容にも熟知してお
り、かつ守秘義務を誠実に履行できる作業従事者及び監督者
を有し実績もある（社）近畿建設協会京都支所を除いて他に追
随するものがない。よって上記社団法人と随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量
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6264 （社）近畿建設協会 電話交換等業務
安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年4月1日 3,706,500

　本業務は、業務の性質上、部外に情報が漏れた場合、業務
の支障となり、今後の事業の進展に支障となるため機密の保
持が 大限必要となる。近畿建設協会は、建設事業に係る豊
富な経験と習熟した技術により、建設行政の補完的役割を果
たし、もって建設行政の発展に寄与することを目的として設立さ
れた公益法人である。当法人は、本業務を遂行するうえで建設
行政の知識に精通しており、経験豊かな習熟した者を有してい
る。また、長年業務を委託しており、業務内容を熟知しているた
め、スムーズに業務遂行が図られる。よって、他の者では本業
務の実施は困難であり、（社）近畿建設協会と随意契約を行う
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6265 （社）近畿建設協会
平成１７年度奈良国道事務所電
話交換業務

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年4月1日 3,412,500

近畿地方整備局の事業の円滑な遂行に協力することを目的と
し、近畿地方整備局管内において実績をもっている。（会計法
第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

6266 （社）近畿建設協会
平成１７年度姫路河川国道事務
所電話交換等補助業務

井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年4月1日 2,234,652

姫路河川国道事務所において、外部からの電話を各担当職員
に取り次ぐ業務及び総務関係に関する事務補助を担当者の指
示に従い行うものである。
本業務の実施に当たっては、地方公共団体、関係業者及び地
元住民等からの電話を取り次ぐという業務の性格上、職務上知
り得たことをみだりに口外しないことが求められる。　上記法人
は、近畿管内において同種の業務について、多くの実績を有し
ていると共に、行政経験豊富な人員を配することが出来るた
め、業務の適正な成果が期待できる。
（社）近畿建設協会は、建設行政の発展に寄与することを目的
に設立された公益法人であり、設立趣旨に建設行政の補完的
役割を揚げている。　本業務は、業務の性格上、地理的状況に
通じ管内事情を熟知していることが求められている。　上記法
人は、行政経験豊富な者を多数有していると共に、設立目的か
ら信用性にも優れており、当該業務を的確に遂行できる者は、
上記法人以外にいないため上記法人と随意契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6267 （社）近畿建設協会 平成１７年度電話交換等業務
松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年4月1日 7,140,000

　本業務では、行政組織や事務の分掌、管内地理に精通し、行
政に対する複雑・多岐多様化するニーズに、的確かつきめ細
かな応答を必要とする。当法人は国土交通行政の保管を目的
とし、当該事務所の業務内容と管内地理に精通している。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6268 （社）近畿建設協会 電話交換等補助業務
新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年4月1日 6,510,000

対外的に機密性、信用性を必要とし、事務所全体を把握し、行
政の補完として迅速（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（18年度から一般競
争入札等に移行）
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6269 （社）近畿建設協会 電話交換等その他業務
後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年4月1日 10,185,000

当事務所は、多種多様の業務を抱えており、さらに情報化が進
み社会的にも迅速かつ的確な窓口業務が求められている。業
務処理上、部局外に接する場合が主であり、事務処理上知り
得た事項（守秘）等機密の保持を図る必要がある。したがって、
本業務の履行に当たっては、直轄事業の把握及び幅広く業務
に精通していることと、事務処理上知り得た守秘事項等の漏洩
防止に信頼性を備えている事が不可欠である。上記法人は、
長年国土交通行政に従事し工事・管理等に関する幅広い経験
を活用して国土交通行政の補完的役割を果たし、国土交通行
政の発展に寄与することを目的に設立された法人であり幅広く
業務に精通し、信頼性も備えている。以上のことから、他の業
者では本業務の遂行は困難であり、今年度も引き続き法人組
織（社団法人）の近畿建設協会と随意契約するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

6270
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度電子納品等実習業
務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年11月21日 2,415,000

　本業務は、近畿地方整備局の職員に対し、電子納品された
成果品( 電子媒体による) をチェックシステムを用いてチェック
すると共に報告書等の内容の確認することや業者と情報の共
有化を図る方法の修得などの技術向上を図るための実習を実
施することを目的としている。当該法人は、建設事業の円滑な
執行に資する情報システムの調査研究を行い、これを広く普及
するとともに、建設情報の提供を行うことにより、建設技術の向
上、建設事業の効率化、国土の安全かつ有効利用の推進を図
り、もって国民生活の高度化及び経済の活性化に資することを
目的として設立された財団である。これまで特に、国土交通省
の策定した「CALS/ECアクションプログラム」の実現に向けて計
画・調査・設計・契約・施工・維持管理といった公共事業の一連
の業務プロセスを、ITの活用によって支援するシステムについ
て、調査・研究・開発及び普及のための諸活動を行っている。
また、平成12年度から電子納品保管管理システムの構築に関
わり、本システムの詳細を把握する唯一の者であることから、
当地整においても平成14年度から当該法人と契約を行い実習
を行っている。よって、当該法人が、本業務を実施できる唯一
の機関であるため随意契約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

6271
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度建設発生土等実態
調査整理業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 3,780,000

　建設発生土の工事間利用の促進については、平成１１年度
から（財）日本建設情報総合センター作成の「建設発生土情報
交換システム」が運営されている。また、建設副産物の利用促
進については、平成１４年度から（財）日本建設情報総合セン
ター作成の「建設副産物情報交換システム」が運用されてい
る。本業務は前述両システムのデータ収集・整理、入力・出力・
照査を行い、建設発生土の有効利用と建設副産物のリサイク
ル促進を図るものである。 このため、当該システムの内容に熟
知し、データの整理・照査等が迅速かつ適切に実施されること
が不可欠である。よって、当該業務を実施出来るのは、当法人
以外に無く、（財）日本建設情報総合センターと随意契約を行う
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6272
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度ＣＯＲＩＮＳ・ＴＥＣＲＩ
Ｓ情報提供等業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 5,197,500

　工事・業務実績、技術者データ等の情報を持っている唯一の
機関である。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －
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6273
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度CALS／EC支援業
務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 14,280,000

（財)日本建設情報総合センターは、情報共有システムの研究、
CALS/ECの普及を行うことにより、建設産業全体のコスト縮
減、建設事業の効率化等を図り、国民生活の高度化、経済の
活性化に資することを目的に活動を実施している財団法人であ
る。本業務を実施するにあたっては、情報共有システムの標準
的な機能要件を列挙した「工事施工中における受発注者間の
情報共有システム標準機能要件（案）」を熟知している必要が
あり、当該法人はその機能要件を取りまとめる「工事情報共有
データ検討ＷＧ」の事務局を努めるなど、中立・公平な立場で
CALS/EC推進の中心的な役割を果たしている。また、平成１５
年１０月より近畿地方整備局へ導入した情報共有システムの
構築に当初から関わり、開発経緯に精通し同業務の詳細を把
握する唯一の者である。以上のことから、「建設情報標準化委
員会」の事務局であり、その推進に十分精通し、本業務の主旨
や内容等の専門的な知識及び高度な技術を有しているのは唯
一当該法人である。よって、財)日本建設情報総合センターと随
意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6274
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度工事実績情報シス
テム検索整理等業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 26,880,000

  工事・業務実績、技術者データ等の情報を持っている唯一の
機関である。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

6275
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度CALS／EC共有情
報活用等検討業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年12月20日 51,240,000

　本業務は、国土交通省が推進するＣＡＬＳ／ＥＣに関する取り
組みの一環として、現在試行中である「情報共有システム」に
蓄積された電子情報を活用した電子検査の検討並びに「電子
入札システム」及び「入札情報サービス(ＰＰＩ)」との連携を踏ま
えた電子契約の検討を行うものである。(財)日本建設情報総合
センターはＣＡＬＳ／ＥＣの普及を行うことにより、建設産業全体
のコスト縮減、建設事業の効率化等を図り、国民生活の高度
化、経済の活性化に資する事を目的に活動している公益法人
であり、平成１３年より設置されている「国土交通省ＣＡＬＳ／Ｅ
Ｃ推進本部」をサポートし、また、同年から国土交通省で検討し
ている「情報共有検討ワーキング」の事務局を務め、「情報共
有システム」の構築・管理運営、電子納品要領等の策定、さら
には「電子入札システム」及び「入札情報サービス（ＰＰＩ）」の構
築・管理運営も手がけ、ＣＡＬＳ／ＥＣ推進の中心的な役割を果
たしている。したがって、本業務の遂行に必要な知識、技術及
び経験を併せ持つのは、同法人以外にはないことから(財)日本
建設情報総合センターと随意契約を行うものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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6276
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度ユニットプライス型
積算方式検討業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年1月5日 57,120,000

本業務は、道路改良、築堤護岸工事についてユニットプライス
型積算方式（施工単価方式）の試行を行うため、これらの工種
に関して、直接工事費に関わる工事単価データの収集・分析・
検討を行うものであり、業務の遂行には、現行の土木工事積算
基準ならびに、新土木工事積算システムに関する専門的な知
識と豊富な経験を有することが不可欠である。（財）日本建設情
報総合センターは、「社会資本を、整備・維持していくことに必
要な建設情報を効率的、体系的に収集・整理するとともに、組
織相互間において建設情報のサービスを提供すること」を目的
に設立された公益法人であり、本業務で必要とされる専門知識
を持った技術者を多数有している。同法人は、平成１６年度か
らユニットプライス型積算方式検討を実施するとともに、本業務
に関連がある新土木工事積算システムの構築・改良・保守等
の運営ならびに、土木工事の積算基準の取りまとめ等を実施し
ており、豊富な経験と実績を有しており、本業務の目的である、
ユニットプライスの条件明示項目の検討及びユニットプライス
定義データの作成に必要不可欠な専門的な知識や情報を有し
ている。よって、本業務を遂行するために必要な知識、技術、
経験を併せ持つものは、同法人以外にはないことから、当該法
人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6277
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度建設資材情報化普
及方策検討業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年2月23日 14,490,000

本業務は、現在の商取引に対し、商慣習や取引形態等から
非効率性が指摘されている主要資材の取引や流通（以下商流
とい う ）に 対し 、 現 在、 国土 交通 省で 進め つつ ある 建設
CALS/EC等により培われたIT技術の導入、いわば民間版建設
CALS/ECの構築の検討を行い、 終的には資材調達における
コスト縮減を目的とするものである。実施にあたっては、建設
CALS/ECにおける「電子入札」「情報共有」に類するIT技術の
建設事業への提案・導入の実績、また、これによるコスト縮減
効果の分析に対しての専門的知識・技術を有していることが求
められている。（財）日本建設情報総合センターは、建設事業
の円滑な執行に資する情報システムの調査研究を行い、これ
を広く普及することにより、建設技術の向上を図ることを目的と
して設立された公益法人であり、資材商流に関しても、平成９
年度より、調査方法・データ分析を業務として取り組み、高度な
専門的知識と経験を有しており、本業務の検討に不可欠である
これらの情報を熟知している。本業務の遂行に必要な上記条
件を満たす知識及び技術、経験を併せ持つのは、同法人以外
にはないことから、（財）日本建設情報総合センターと随意契約
を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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6278
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度電子納品・保管管
理システム更新作業

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年1月11日 3,465,000

  本業務は、ＣＡＬＳ／ＥＣの推進の一環としての取り組みであ
り、ＣＡＬＳ／ＥＣの全体構成、そのなかでの電子納品の位置づ
けや電子納品要領の 新の情報、運用方法等、説明や実習を
行う上での広範な経験と知識を有する他、本整備局のＣＡＬＳ
環境に精通しておく必要がある。当該法人は、当該システムを
開発、改良しており、システムのデータ内容、処理形態等を熟
知・精通しているほか、電子納品・保管管理システムについて、
著作者人格権の同一性保持権（著作権第２０条第１項）を有し
ている。また、上記法人以外のものが更新業務を実施しシステ
ム障害が発生した場合、システム障害に対する責任の所在が
不明確になる。
　以上の理由により、財団法人　日本建設情報総合センターと
随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6279
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度土木工事標準積算
基準書（共通編）本編１３４冊外
９件

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年6月16日 1,782,200

  土木工事費を積算するにあたっては、土木工事標準積算基
準書は必要不可欠である。（財）日本建設情報総合センター
は、建設事業の円滑な執行に資する情報システムの調査研究
を行うことを目的とした法人であり、各積算システムの開発・改
良業務を一元的に行い、土木工事標準積算基準書の改定・発
行を行っている唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

6280
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度建設リサイクルデー
タ統合システムCREDAS　CD－
ROM　６７４０枚

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年10月14日 3,326,820

 平成１７年度建設副産物実態調査を実施するにあたり、電子
媒体を用いることは円滑な調査を行う上で不可欠なものであ
り、「平成１７年度建設リサイクルデータ統合システム-
CREDAS-CD-ROM」は、CD-ROMで調査に必要なデータを入
力することのできる唯一のシステムである。このCD-ROMは
（財）日本建設情報総合センターが発行しており、当センターが
唯一の契約先である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
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6281 （財）国土技術研究センター
平成１７年度自律移動支援プロ
ジェクト推進検討業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年6月13日 48,510,000

　本業務の実施にあたっては、すべての歩行者の交通安全に
対する取り組みなど行政的立場について十分精通しており、
「交通バリアフリー」、「歩行者ＩＴＳ」及び「自律移動支援プロ
ジェクト」に関する幅広い知識を必要とするなど、高度な専門知
識や行政的視点に立脚した検討を進める必要がある。財団法
人国土技術研究センターは、わが国における建設技術発展の
支柱となり、新しい建設技術の活用と普及を目的に設立された
公益法人である。上記法人は、「交通バリアフリー」、「歩行者ＩＴ
Ｓ」に長年携わっているとともに平成１６年度から国土交通省で
取り組んでいる「自律移動支援プロジェクト」を行っており、専門
的かつ高度な技術と経験を有していることから、本業務に求め
られる新しい建設技術に関する種々の知見と公正な判断能力
を有している。本業務を遂行するためには、平成１６年度から
引き続き業務を実施する必要があり、知識、技術、経験を併せ
持つものは、同法人以外にないことから、財団法人国土技術研
究センターと随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6282 （財）国土技術研究センター
平成１７年度低入札工事のコス
ト構造解析業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年10月14日 32,865,000

　本業務の遂行にあたっては、工事設計書や工事実績、工事
成績評定の解析をすることから、公共請負土木工事の積算基
準ならびに請負業者側の工事コスト構造に関する豊富な経験
と専門的な知識を有するとともに、今後の積算基準の参考とす
るため迅速、的確に対応することが不可欠である。（財）国土技
術研究センターは、「わが国における建設技術発展の支柱とな
り、国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を
総合的、かつ、効果的に行うとともに、新しい建設技術の活用
と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、もって国民福
祉の向上に寄与すること」 を目的に設立された公益法人であ
り、本業務で必要とされる専門知識を持った技術者を多数有し
ている。同法人は、平成１４年度から当該業務を実施するととも
に、本業務に関連がある諸経費動向調査解析等において豊富
な経験と実績を有しており、本業務の目的である、低入札工事
コスト構造の分析・把握等に必要不可欠な、標準的な工事のコ
スト構造の分析に関する専門的な知識や情報を有し、また、公
共請負土木工事の積算基準等にも精通している。よって、本業
務を遂行するために必要な知識、技術、経験を併せ持つもの
は、同法人以外にはないことから、当該法人と随意契約を行う
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6283 （財）国土技術研究センター
平成１７年度土木コンクリート構
造物の耐久性及び品質確保に
関する検討業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年11月17日 33,495,000

　実施にあたっては、平成１１年度に品質向上の取り組みとして
設立された構造物耐久性検討委員会で提言された内容に熟知
するとともに、コンクリート構造物全般に関わる専門的及び高
度な知識が必要である。さらに、新たな検査手法を確立するた
めには施工管理基準にも精通していることが求められる。財団
法人国土技術研究センターは、「国と社会が要請する新しい建
設技術に関する研究開発を総合的かつ効果的に行うとともに、
新しい建設技術の活用と普及を行う」ことを目的として設立さ
れ、建設事業に関する材料、工法、機械等に関する新しい技術
情報を有した法人であり、平成１１年度に構造物耐久性検討委
員会の事務局を行い引き続き同委員会の提言内容の検討を
実施してきている。また、土木工事共通仕様書の改訂作業の
実績もあり施工管理に関する知識も豊富である。本業務の遂
行に必要な上記条件を満たす知識及び技術、経験を併せ持つ
のは、同法人以外には無いことから財団法人国土技術研究セ
ンターと随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6284 （財）国土技術研究センター
平成１７年度歩行者・自転車交
通安全対策推進検討業務
（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年1月20日 31,500,000

本業務を遂行するには、ユニバーサルデザインによる歩道空
間整備及び自転車利用環境整備に関する高度な知識と経験、
専門的な技術を必要とするものである。当該法人は、「新しい
建設技術に関する調査研究を総合的、かつ効果的に行うととも
に、新しい建設技術の活用と普及を行うこと」を目的に設立され
た公益法人であり、道路・交通関係全般に係る豊富な知識、経
験、能力及び専門的な技術を有している。また、平成１２年１１
月の交通バリアフリー法及び道路の移動円滑化整備に関する
基準の施行を受け、「道路の移動円滑化整備ガイドライン」を取
りまとめるとともに、平成１６年度には、都市内における安全で
快適な自転車走行空間の整備の促進を目的とした「今後の道
路交通安全施策の推進方策に関する調査検討」を実施してい
る。本業務は、こうしたガイドラインや同法人が実施した上記調
査検討を受けて、これらに記載されていない、現地に即した運
用を管理瑕疵等も考慮しながら検討し、取りまとめるものであ
り、これまでの検討で蓄積された情報、知識を有する同法人が
本業務を円滑かつ的確に履行できる唯一の法人である。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

6285 （財）先端建設技術センター
平成１７年度技術力活用工事関
連技術評価支援業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月13日 77,070,000

  本業務を遂行するためには建設事業に係わる先端の技術に
精通し、高い技術力を有するとともに、関係業界に対して中立
的立場を維持できることが必要である。 当該財団は、先端技
術の研究、開発及び普及の活動をもって高い技術力を蓄積す
ると共に、先端技術の技術評価に関する行政経験の豊富な技
術者を多数有しており、あわせて公平性、客観性、機密性を有
している。本業務を実施するために必要な条件を満足する機関
は、当該財団しかないことから当該財団と随意契約を行うもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）
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6286 （財）先端建設技術センター
平成１７年度環境マネジメントシ
ステム運用（支援）業務

山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成17年5月10日 6,930,000

　本業務は、近畿技術事務所で実施されるISO 14001に基づく
環境マネジメントシステムの運用に関する支援が円滑に実施さ
れるように検討するもので、ISOに関する専門知識及びそれら
に関する行政的判断等に精通する豊富な知識と経験が必要で
ある。財団法人先端技術センターは、建設事業に係わる先端
技術の研究、開発及び普及を図り、もって国土建設の推進に
資することを目的に設立された公益法人である。また、当該セ
ンターは、建設分野EMSの教育訓練の実績が豊富であり、運
用に関する支援の経験や近畿技術事務所が実施する技術管
理業務の建設技術研究などの特殊な業務内容に対する豊富
な経験を有する唯一の機関である。以上の理由により、本業務
の遂行に際しては、上記相手方以外では頭書の目的を達成で
きないと判断されるため、財団法人先端建設技術センターと随
意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6287 （財）先端建設技術センター
平成１７年度新技術評価検討業
務

山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成17年7月25日 26,355,000

　本業務の遂行にあたっては、①従来の公共工事等における
「新技術活用システム」について熟知していること、②民間開発
における先端技術や新技術に関する動向及び専門的知識を有
していること、③評価対象となる新技術を公平かつ中立な立場
で客観的に評価できることが必要である。（財）先端建設技術セ
ンターは、建設事業に係る先端的な技術に関する調査研究・開
発及び普及を図ることにより、国土基盤整備の推進をもって国
民生活の安定と向上に資することを目的に設立された財団で、
新技術開発及び民間開発先端建設技術の審査・証明を発行す
るにあたり行政の補完的業務に携わり、公平・中立で客観的な
立場から評価を遂行してきている。また、新技術に対する豊富
な情報と経験及び高度で専門的な知識を有していると共に、民
間開発における先端技術や新技術に関する動向及び従来の
公共工事等における「技術活用システム」について熟知してお
り、公平・中立で客観的に新技術を評価できる。以上のことから
本業務の円滑で迅速な遂行が可能な唯一の法人である。よっ
て、（財）先端建設技術センターと随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6288 （財）先端建設技術センター
平成１７年度公物管理における
ユビキタス技術利用検討業務

山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成17年12月16日 6,120,000

本業務は、道路・河川構造物等の適切な管理を行うことを目的
として、公物管理のための無線ＩＣタグやセンサネットワークによ
るユビキタス技術に関して、建設分野における具体的利用場面
を挙げるとともに、必要となる検証実験を行い導入推進に関す
る方策検討を行うものである。本業務の履行にあたっては、下
記に示す能力が必要である。（１）無線ＩＣタグやセンサネット
ワーク技術等 新のユビキタス技術と公物管理への活用に関
する高度な知識（２）公平・中立な立場による試験、検証、評価
能力　（財）先端建設技術センターは、建設事業に係わる先端
建設技術に関する調査研究・開発及び普及を図ることにより、
国土基礎整備の推進を図り、もって国民生活の安定と向上に
資することを目的に設立された公益法人である。また、同法人
は、先端建設技術に係る建設技術審査証明機関であり、デバ
イス、材料、システム技術の各分野全般に精通しているうえ、
ユビキタスについて 新技術動向や普及状況調査を実施して
いる。そのため、同法人は（１） 新のユビキタス技術と公物管
理への活用に関して高度な知識を有している。（２）業務遂行に
必要な試験、検証、評価について、公平性・中立性を有してい
る。以上により、本業務に必要な上記すべての能力を有する者
は、（財）先端建設技術センターをおいて他にない。以上によ
り、上記法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6289 （財）公園緑地管理財団
平成１７年度国営明石海峡公園
維持管理業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 429,300,000

本業務は、植物管理・利用者安全指導・建物管理・災害時対応
等、多岐にわたる業務を一元的管理方針のもと行うもので、関
係法令の知識、行政判断力、国有財産の適正な管理・活用を
行い得る中立性・公平性、時々の状況に即応し得る技術・経験
が必要。当財団は、全国の国営公園の維持管理業務を受託
し、関係法令の知識・行政判断力はもちろんのこと、日頃より調
査・研究・技術開発を図り良好な管理実績を有している等、本
業務を唯一円滑かつ効率的に実施できる機関であると判断す
る。（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

一般競争入札等に移
行したもの（公募手続

きを導入したもの）

6290 （社）日本公園緑地協会
平成17年度マネージメントプラン
検討委員会運営他業務

松本　勝正　国営明石海峡公園
事務所　神戸市中央区磯上通4
－1－6

平成17年5月20日 6,804,000

　本業務の実施にあたっては、「里山の保全とレクリエーション
の調和がとれた新たな環境創造を目指す」「都市住民のレクリ
エーション空間としての活用を図る」など、神戸地区の基本計
画の整備方針等について熟知し、整備方針との整合を十分に
図りながら進めていく必要がある。上記団体は、過年度に神戸
地区の基本計画についての検討を行い、基本理念及び基本方
針に精通しており、また、平成１６年度に発足した「国営明石海
峡公園神戸地区マネージメントプラン検討委員会」の運営に引
き続き平成１７年度の運営業務などを行うものであり、本業務を
円滑に遂行することが出来る唯一の団体である。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

予定調達総
額　6,804,000

6291 （財）日本緑化センター
平成17年度神戸地区希少植物
等保全対策検討業務

松本　勝正　国営明石海峡公園
事務所　神戸市中央区磯上通4
－1－6

平成17年6月29日 13,650,000

本業務は神戸地区に存在する希少植物等の生育・生息状況や
立地・環境構造等の調査分析を行い､個々の希少種の生育・生
息環境構造の整理を行う。又、公園の計画内容をふまえ保全・
育成目標の想定、技術的検討を行い保全管理計画をとりまと
め、さらに保全計画実証のため、試験の計画・設計・実証及び
成果のモニタリングを行うものである。その為、希少種をはじめ
とする固有種に対しての知見を活用しながら業務を遂行する必
要がある。財団法人日本緑化センターは１９７３年に環境緑化
に関する提言、緑化に関する総合的な調査研究、緑化技術の
開発、情報の収集・提供、緑化思想などの普及啓発などを目的
として設立されており、森林生態の制御・誘導に係る高度な技
術力・研究開発力を有し、公園緑地に係る整備・管理に精通し
ており、過年度には、神戸地区里山樹林地保全対策検討業務
や管理指針検討業務及び追跡調査などを実施しているなどの
外、当該地区の常緑広葉樹林化の進行状況等を調査してお
り、特徴的な公園予定地内の植生を熟知している。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

予定調達総
額

13,650,000



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6292 （社）日本公園緑地協会
平成17年度神戸地区管理運営
計画他検討業務

松本　勝正　国営明石海峡公園
事務所　神戸市中央区磯上通4
－1－6

平成17年7月21日 64,018,500

本業務実施にあたっては、「里山の保全とﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの調和が
取れた新たな環境創造を目指す」「都市住民のﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ空間
としての活用を図る」等神戸地区の実施基本計画の整備方針
などについて熟知し、整備方針との整合を充分図りながら業務
を行う必要があり、又地元自治体・自治会、NGO/NPO,ﾕﾆｾﾌ等
との協力かつ継続的な関係を保ち、ながら連絡調整を行い、企
画・実施・運営していく事が必要である。上記団体は過年度に
神戸地区の基本計画を検討しており、基本理念及び基本方針
に精通しており、その他「神戸地区実施基本計画検討業務」
「神戸地区子供参加型公園作りの手法検討業務」等の業務を
過年度に実施しているため、地元自治会、関係団体等との協
力・継続的な関係を築いてきている。又本業務はこれらの過年
度業務に引き続き神戸地区の管理運営計画を検討するもので
あるため、本業務を円滑に遂行出来る本協会と随意契約する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

予定調達総
額

64,018,500

6293
（社）ランドスケープコンサル
タンツ協会

平成１７年度近畿都市緑化祭運
営実施検討業務

松本　勝正　国営明石海峡公園
事務所　神戸市中央区磯上通4
－1－6

平成17年8月31日 9,397,500

　本件を実施するには、「都市緑化月間」の趣旨、取り組みにつ
いて充分熟知し、地方公共団体等で設立された近畿都市緑化
推進連絡協議会及び民間団体等と連携しつつ実施する必要が
あり、市民参画など官民一体となった緑地づくりへの取組、都
市緑化に関する普及啓発、都市緑化技術の開発・向上に関す
る取組などを総合的に検討した上で業務を実施しなければなら
ない。本件緑化祭実施検討を行うには、前述のとおり行政機
関・民間団体等の官民一体となった連携の検討が必要であり、
公園緑地に関する高い技術力と併せて、行政と民間団体等と
の調整を効果的に実施できることが必要な視点と考えられ、社
団法人ランドスケープコンサルタンツ協会は、緑化をはじめとし
たランドスケープに関する知識の普及を図る事などを目的に設
立された法人であり、これまで市民、学校、関連団体との緑化
に関する技術的な交流促進、全国都市緑化フェアなどの関連
イベントへの協力等を積極的に実施している唯一の造園に関
するコンサルタンツ協会である。よって、社団法人ランドスケー
プコンサルタンツ協会と随意契約を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

予定調達総
額　9,397,500

6294 （社）日本公園緑地協会
平成１７年度淀川河川公園基本
計画改定業務　１式

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年4月1日 52,815,000

本業務の履行にあたっては、自然環境や広域的なレクレーショ
ン需要の把握はもとより、公園における自然環境の保全、施
設、地区区分、維持管理等の全般さらには、それらをまとめる
ための専門的かつ高度な知識が不可欠である。
　（社）日本公園緑地協会は、公園、緑地等に関する事業の健
全な発達を図るとともに、国土美化、都市緑化等の推進に寄与
することの目的のもと設立された法人であり、都市及び地方の
総合的、広域的な緑地計画に関する調査、研究、指導及び推
進等の事業を実施している。
　また、本業務を引き続き実施するものであり委員会開催に向
けた委員との調整等業務の内容にも精通しており、他にこれと
同様の知識を有するものは存在しない。以上のことから随意契
約を行う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6295 （財）日本造園修景協会
枚方・大塚地区花緑修景検討
（その２）業務　１式

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年4月13日 4,830,000

本件の実施にあたっては、花緑修景及び景観形成に関する専
門的な知識を有し、かつ公園修景、景観に関する調査・整備・
運営を一連のものとしてトータルプロデュースする極めて特殊
な業務であることから、これらの総合的な技術を必要とする。
  また、本件は、全国「みどりの愛護」のつどいに関する業務で
あり、全国の公園緑地の愛護団体、河川等の愛護や道路の愛
護活動等を通じ緑の保護育成を　行っている団体、地域の緑
化・緑の保全団体等の緑の関係者約１５００人（予定）が一堂に
集う公園緑地関係では我が国 大級の催しであることから、過
去に同様の大規模イベントにおいて、花緑修景を実施した経験
が不可欠であり、平成１６年度にひきつづき、検討を行うもので
ある。
　上記団体は、造園修景及びレクレエーションに関する調査研
究・技術の向上及び啓発普及のための諸事業を行い、造園修
景事業の健全な発達を推進し、もって公共の福祉の増進に寄
与することを目的に設立された財団である。
  財団の事業としては（１）各種の造園修景に関する計画、設
計、施工管理技術の研究及び開発　（２）内外の造園修景に関
する調査、計画、設計、研究等があり、上記の総合的な技術を
有している。さらに、過去より全国「みどりの愛護」のつどいの
花緑修景を一貫して実施している。これらの用件を満たす相手
方は、上記団体以外にないため随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

6296 （財）都市緑化技術開発機構
平成１７年度淀川河川公園水域
アクセス調査検討業務　１式

吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成18年1月17日 9,345,000

現在策定中の河川整備計画において、高水敷の切り下げ等が
実施された場合、水域とのふれあいを活かせる整備、及び、同
時に発生する安全対策上の課題に対する調査検討を公園の
視点により行うことが求められている。平成１６年度は他の公
園の管理状況調査、管理方法、制度上の課題の検討等を実施
した。引き続き今年度は、公園利用者の安全対策上の課題等
について有識者等の意見をふまえた整理・検討、及び、その結
果を受けての水際の整備・管理手法についての検討を行う。本
業務を履行するためには、公園緑地等の整備・管理に関する
技術開発についての、専門的かつ高度な技術的蓄積とともに、
都市公園の制度等行政的な知識を有し、これらの分野を合わ
せた総合的な検討が必要である。（財）都市緑化技術開発機構
は、緑化空間の創出に関する調査研究及び技術の開発研究
により、緑豊かな都市作りに寄与することを目的に発足し、都
市公園の制度等、行政上の豊富な知識や経験を有し専門的な
技術を必要とする水際の整備等、数々の計画を行っている。
よって、本業務の遂行に必要な上記条件を満たすのは、相手
方以外にないことから随意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
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（円）
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6297 （財）公園緑地管理財団
平成１７年度国営飛鳥歴史公園
維持管理業務

髙松正彦　国営飛鳥歴史公園事
務所
奈良県高市郡明日香村大字平
田５３８番地

平成17年4月1日 202,800,000

○ （財）公園緑地管理財団は、国の維持管理に係る組織・定員
増の抑制を背景に、行政組織の簡素化や効率的な公園管理
の実施等の観点から、国に代わって国営公園の維持管理を実
施する専門的機関として、国営公園の維持管理業務が発生し
た昭和49年に設立された公益法人であり、国営公園の設置当
初より、その業務をアウトソーシングしてきたものである。
○国営公園の維持管理業務は、より多くの公園利用者が安全
で快適に公園を利用できるよう、利用者サービスや利用指導を
図るとともに、公園の質的レベルを維持、向上させ、植物等の
公園資産を保全、増進させることを目的に行うもので、その内
容は、植物管理、建物・工作物管理、清掃、入園料徴収、巡
視・保安警備、利用者指導、救急等多岐にわたる。
○これらの内容は、公園の管理運営上一体的密接不可分なも
のであり、公園管理者である国に代わり、入園料の徴収や都市
公園法等関係法令に関する専門的な知見に基づいて利用者
指導を行うなど、公園管理に必要となる真に公益を目的とした
国の公権力の行使に準ずる行政的な判断力と専門的知識を備
えた者が、総合的な調整の下で実施する必要がある。
○（財）公園緑地管理財団がこれまで受託してきた１４公園の
内、ロ号公園については閣議決定の趣旨から行幸啓等への対
応や、文化的資産の保存への対応が必要なことから、国に代
わって適切に業務を実施し得る当該法人へ随意契約することと
する。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
-

（引き続き見直しを検
討する。）

6298 （財）飛鳥保存財団
国営飛鳥歴史公園祝戸地区再
整備検討業務

梶岡芳行　国営飛鳥歴史公園事
務所
奈良県高市郡明日香村大字平
田５３８番地

平成17年5月19日 17,850,000

本業務を実施するためには、国営飛鳥歴史公園の整備の意義
と立地条件等の背景を十分に理解しているとともに、まもなく整
備が進められようとしているキトラ古墳周辺地区の整備等によ
る周辺状況の変化により、祝戸地区に求められる役割の変化
にも柔軟に対応していくことが求められ、さらに、本地区の中核
施設である祝戸荘が抱える課題・問題点を十分把握している必
要がある。
財団法人飛鳥保存財団は、昭和４５年１２月１８日の閣議決定
により、飛鳥地方における歴史的風土及び文化財を保存する
とともに、住民生活の向上に寄与することを目的として設立され
た団体であり、所管する事業には研修宿泊所等の建設及び経
営も含まれている。さらに、同財団により、昭和４９年３月には
国営飛鳥歴史公園祝戸地区に研修宿泊施設「祝戸荘」が建設
され、以降、同財団により維持管理・運営が行われてきた。ま
た、本業務が前提とする過年度調査の「祝戸地区再整備基本
方針（案）」の検討は同財団が実施している。以上のことから、
本業務を実施するには、祝戸地区の中核施設である祝戸荘の
設置・管理者である財団法人飛鳥保存財団が業務遂行可能な
唯一の者であることから、当該財団法人に委託するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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6299 （財）公園緑地管理財団
平成１７年度国営飛鳥歴史公園
利用促進策他検討調査業務

髙松正彦　国営飛鳥歴史公園事
務所
奈良県高市郡明日香村大字平
田５３８番地

平成17年6月16日 26,890,500

　本業務は、国営飛鳥歴史公園の利用促進を図ることを目的と
し、ＰＲポスターや国営飛鳥歴史公園ニュースなどの広報ツー
ルを作成・配布するものである。また、公園利用の実態を把握
するために、利用者アンケート調査等を実施し、今後の利用促
進策を検討するための基礎資料を作成するとともに、公園利用
者数を推計するための推計式の精査を行うものである。
　ＰＲポスターや国営飛鳥歴史公園ニュース等の広報ツールを
作成するためには、当公園の設置根拠や施設の配置、見どこ
ろなどを十分把握し、飛鳥という特殊性を認識した上で、当公
園の整備の意義や経緯を十分理解している必要がある。財団
法人公園緑地管理財団は、国営公園等の維持管理業務を主
たる業務としている公益法人であり、国営飛鳥歴史公園の事業
経緯や飛鳥の歴史に関する知識を十分に有しているとともに，
日常管理や各種イベントの実施を通して、公園内施設の現状
や問題点さらには幅広い公園利用者のニーズを把握、蓄積し
ているとともに、明日香村内の周辺状況も熟知している。
  以上のことから、財団法人公園緑地管理財団は、本業務を円
滑かつ効率的に遂行できる唯一のものであるため、当法人に
委託するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度
契約では、企画競争
を実施し、２０年度以
降、総合評価による
一般競争に移行）

6300 （財）都市緑化技術開発機構
平成１７年度循環型社会に対応
する公園の基本方針検討業務

横田敏宏　国営飛鳥歴史公園事
務所
奈良県高市郡明日香村大字平
田５３８番地

平成17年10月11日 22,995,000

　本業務を実施するには、国営飛鳥歴史公園の整備の意義と
立地の背景を十分に理解したうえで、植生の育成に関する知
識と植物性の廃棄物の利活用を中心とした地域ぐるみの循環
型社会システムを検討し、構築していく必要がある。
　財団法人都市緑化技術開発機構は花とみどりと人間生活と
の関わりをとらえ、２１世紀に向けて潤いのある豊かな都市の
創造を目指し、都市緑化に関する新しい科学技術の開発研究
により、緑豊かな都市づくりに寄与することを目的として設立さ
れ、植物の育成や管理面における調査研究を行っている。その
調査研究の一部として、植物発生材の有効利用に関する調査
研究及び技術開発があり、全国の国営公園や都市公園におい
て実施検討を行っている。また、調査研究を実施していくうえで
植物発生材の有効利用に関する課題に的確に対応するため
の各界における学識経験者の知識を導入することが出来るノ
ウハウを持っている財団である。さらには「国営飛鳥歴史公園
廃棄物等有効利用検討業務」など、当公園において業務を
行った実績があることから、本業務の内容を優位に遂行するも
のと判断される。
　以上のことから財団法人都市緑化技術機構は迅速で効率的
に業務を遂行する唯一の者と考えられることから、当法人に委
託するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6301 （財）日本造園修景協会
平成１７年度国営飛鳥歴史公園
景観評価検討業務

横田敏宏　国営飛鳥歴史公園事
務所
奈良県高市郡明日香村大字平
田５３８番地

平成17年10月12日 11,130,000

　本業務を実施するには、国営飛鳥歴史公園の整備の意義と
立地の背景を十分に理解したうえで、植生の育成に関する知
識と景観構造・景観特性及び造園修景技法を応用しつつ景観
評価手法の検討を行う必要がある。
  財団法人日本造園修景協会は造園修景及びレクリエーション
に関する調査研究、技術の向上及び啓蒙普及のための諸事業
を行い、造園修景事業の健全な発達を推進し、もって公共の福
祉の増進に寄与することを目的として設立され、自然及び生活
環境の保全に関する調査研究を行っている。その調査研究の
一部として、各種造園修景に関する調査研究と設計施工管理
技術の研究開発があり、全国の国営公園をはじめとする都道
府県や市町村管理の公園において実施検討を行っている。さ
らには調査研究を実施していくうえで植物の育成管理に関する
課題に的確に対応できるノウハウをもっている財団である。
　以上のことから財団法人日本造園修景協会は迅速で効率的
に業務を遂行する唯一の者と考えられることから、当該法人に
委託するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

6302 （社）日本公園緑地協会
平成１７年度キトラ古墳周辺地
区事業化推進方策検討業務

横田敏宏　国営飛鳥歴史公園事
務所
奈良県高市郡明日香村大字平
田５３８番地

平成17年12月6日 42,241,500

本業務を実施するにあたっては、当該国営公園の現状の課題
を熟知しているとともに国営公園の基本構想や計画等に関す
る幅広い知識と都市公園の計画立案に関する高度な技術力を
有していることが必要である。
社団法人日本公園緑地協会は、緑地に関する事業の健全な
発達を図ることなどを目的に設立された法人であり、国や地方
公共団体から数多くの都市公園関係の調査や計画を受託する
など公園緑地に関する幅広い知識を有しているとともに、都市
公園の整備等に関する実務書である「公園緑地マニュアル」を
発行するなど高度な技術力を有する団体である。
  国営飛鳥歴史公園においては「国営飛鳥歴史公園のあり方
等に関する基本調査業務」「石舞台地区行催事舞台基本設計
業務」「国営飛鳥歴史公園祝戸地区活性化方策事業」など、数
多くの計画調査に携わっており、当該公園の事業経緯や歴史
等の知識を十分に有しているとともに、同じ国営歴史公園であ
る「国営吉野ヶ里歴史公園の構想・計画・工事監理」にも携わっ
ている。
  本業務は、キトラ古墳周辺地区の基本計画策定の観点から、
社団法人日本公園緑地協会に委託して実施した平成１２年度
「キトラ古墳周辺地区（仮称）基本構想策定業務」、平成１３年
度「キトラ古墳周辺地区基本計画策定業務」、平成１４年度「キ
トラ古墳周辺地区実施基本計画策定業務」、平成１５年度「キト
ラ古墳周辺地区基本計画推進調査業務」平成１６年度「国営飛
鳥歴史公園における事業推進戦略等検討調査業務」と一連、
一体のものであり、計画理念の継承や検討委員会の運営、歴
史的風土の活用方策の知見などを踏まえて検討することが不
可欠である。
  これらのことから、当該法人は迅速かつ効率的に業務を遂行
できる唯一の者であると考えられるため、当該法人に委託する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）
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6303 （財）日本緑化センター
平成１７年度国営飛鳥歴史公園
花修景検討調査業務

横田敏宏　国営飛鳥歴史公園事
務所
奈良県高市郡明日香村大字平
田５３８番地

平成17年12月8日 14,700,000

　財団法人日本緑化センターは、これまで国営飛鳥歴史公園
における業務、歴史的風土保存に関する調査研究を実施して
おり、全国の国営公園等においては、自然再生のための郷土
植物の再生・育成に関する調査研究、利用ニーズを踏まえた
公園活性化のための野生花木による整備計画の作成を行って
きた実績がある。また、同財団は、実効ある国土緑化とりわけ
環境緑化の推進を通じて国民の生活環境の向上に資するた
め、緑化に関する総合的調査研究、技術開発、情報の収集・提
供ならびにその成果に基づく緑化思想、新技術の普及・指導等
を担うことを目的に設立された団体であり、国土緑化や都市緑
化、工場緑化などの幅広い分野において、各種の調査研究、
技術開発に取組んでいる。このほか、樹木医や松保護士といっ
た緑化技術者の育成や講習会等の充実を通して緑化思想や
緑化技術の普及啓発に取り組んでおり、これらを通じ緑化技術
に関する幅広い知識を有しているとともに、公共用緑化樹木等
品質寸法規格基準(案)を発行するなど高度な技術力を有して
おり、各種調査研究等を通じ、大学等の研究機関との協力体
制も充実している。
　以上のことから財団法人日本緑化センターは迅速で効率的
に業務を遂行する唯一の者と考えられることから、当該法人に
委託するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

6304 （社）日本公園緑地協会
国営飛鳥歴史公園における文
化財保存活用方策検討調査業
務

横田敏宏　国営飛鳥歴史公園事
務所
奈良県高市郡明日香村大字平
田５３８番地

平成17年12月9日 10,000,000

本業務を実施するにあたっては、当該国営公園の現状及び
課題を熟知しているとともに、国営公園の基本構想や計画等に
関する幅広い知識と都市公園の計画立案及び文化財等に関
する高度な技術力を有していることが必要である。

社団法人日本公園緑地協会は、公園や緑地に関する事業の
健全な発達を図ることなどを目的に設立された法人であり、国
や地方公共団体から数多くの都市公園関係の調査や計画を受
託するなど公園緑地に関する幅広い知識を有しているととも
に、地域の文化や歴史を活かした公園計画に係る調査・研究を
行うなど高度な技術力を有している団体である。

国営飛鳥歴史公園においては「国営飛鳥歴史公園のあり方
等に関する基本調査業務」「国営飛鳥歴史公園における事業
推進戦略等検討調査業務」など、数多くの計画調査に携わって
おり、当該公園の事業経緯や歴史等の知識を十分に有してい
る。

また、国営飛鳥歴史公園と同様、地域の文化や歴史を活かし
た公園である国営吉野ヶ里歴史公園や国営沖縄記念公園の
公園計画等にも携わっているところであり、各種調査・研究を通
じ、歴史的風土の活用方策等についても知見が充実している。

これらのことから、社団法人日本公園緑地協会は迅速かつ効
率的に業務を遂行できる唯一の者であると考えられるため、当
該法人に委託するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
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物品等又は役務の
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6305 （財）公園緑地管理財団
国営飛鳥歴史公園施設整備基
準等策定業務

横田敏宏　国営飛鳥歴史公園事
務所
奈良県高市郡明日香村大字平
田５３８番地

平成17年12月26日 9,922,500

  本業務は、国営飛鳥歴史公園において、安全な公園環境を
確保するための施設整備基準及び災害時等における安全管
理マニュアルを策定する業務であり、本業務の履行にあたって
は、公園施設の様々な利用形態に関する知識と、管理運営の
豊富な経験が必要不可欠である。
  財団法人公園緑地管理財団は「公園緑地の管理に関する総
合的な調査研究」、「公園緑地の管理運営に関する技術開
発」、「国営公園の管理運営」等を主たる目的として昭和49年に
設立された公益法人であり、全国の国営公園１６箇所のうち１４
箇所の維持管理業務を受託しており、また、公園緑地の管理
運営に関する総合的な調査研究などの事業も多数行っている
ことから、公園管理に関する豊富な知識や経験を有し、かつ、
全国の国営公園に関する豊富な情報収集能力を有している。
　さらに、当該法人は、国営飛鳥歴史公園においても維持管理
業務及び利用促進策検討業務を受託しており、園内の施設状
況等について熟知しており、日常管理を通して管理のあり方や
手法に関しても精通している唯一の団体である。
　以上のことから、財団法人公園緑地管理財団は、本業務を遂
行できる唯一の者と考えられることから、当法人に委託するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの（１９年度
契約では、企画競争
を実施し、２０年度以
降、総合評価による
一般競争に移行）

6306
（財）不動産適正取引推進機
構

宅地建物取引業・建物業者等閲
覧システム電算処理業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 3,016,437

　宅地建物取引業・建設業者等閲覧システム（以下「システム」
という。）は、　宅地建物取引業者名簿、建設業許可業者名簿
をオンラインネットワーク化して閲覧を行うシステムであり具体
的には、総合政策局不動産業課に設置する端末機から、各地
方整備局等におかれている業者名簿を閲覧するシステムであ
る。
　財団法人不動産適正取引推進機構は、本システムの開発を
行い、システムのハード・ソフトの両面に習熟しており、また、本
システムと一体的な管理・運営を行っている宅地建物取引業免
許事務等処理システムの運用・管理について、宅地建物取引
業免許権者間（国土交通省及び都道府県）において同財団を
「管理・運営機関」とする取り決めがされていることから、本業
務を処理させることのできる唯一の団体である。よって、同財団
と随意契約を行うものである。（会計法第２９条３第４項）

その他のもの －

6307
（財）不動産適正取引推進機
構

宅地建物取引業免許事務等電
算処理業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 1,562,583

　宅地建物取引業免許事務等処理システム（以下「システム」と
いう。）は、宅地建物取引業免許等審査事務を全国オンライン
ネットワーク化して免許（大臣、知事・業者）、登録（知事、取引
主任者）の厳正化、迅速化を図ろうとするものであり、具体的に
は、国土交通大臣免許については、総合政策局不動産業課に
設置する端末機から、個別の審査事項を入力し、ＮＴＴの通信
回線で中央のコンピュータにつなぎ、効率的なデータ処理を行
うとともに、入力情報の相互チェックにより免許審査を行おうと
するものである。
　財団法人不動産適正取引推進機構は、本システムの開発を
行い、システムのハード・ソフトの両面に習熟しており、また、シ
ステムの運用・管理について、宅地建物取引業免許権者間（国
土交通省及び都道府県）において同財団を「管理・運営機関」と
する取り決めがされていることから、本業務を処理させることの
できる唯一の団体である。よって、同財団と随意契約するもの
である。（会計法第２９条３第４項）

その他のもの －
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6308 （社）高層住宅管理業協会
マンション管理業務主任者登録
申請に係る登録通知作成及び
同主任者証作成業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 1,501,562

社団法人高層住宅管理業協会はマンション管理適正化法の規
定により指定された者であり、同法に関しても深い知識を有し、
かつ国土交通省の十分な指導監督が可能な者である。また、
管理業務主任者試験合格者のデータを独自に保有・管理して
いるため登録申請者及び主任者証交付申請者の情報を独自
に照合確認することも可能であるため、個人情報の機密保持
への十分な配慮を要しつつ、より高度の確実性と効率性を求め
られる本業務を遂行できる能力を保有する唯一の法人である
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

単価契約

6309 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度建設機械経費等取
りまとめ業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年1月26日 7,245,000

  本業務の実施にあたっては、建設機械の取引実態に関して
精通し、かつ、建設機械化施工に係る調査解析等についてのノ
ウハウの蓄積を有することが求められている。（社）日本建設機
械化協会は、建設事業の機械化を推進し、もって国土開発と経
済発展に寄与することを目的として設立された公益法人であ
り、これまで建設機械の自動化・高度化・安全性・経済性の向
上を推進するため多くの調査研究を行い、成果を収めてきてい
る。また、平成１６年度には施工機械技術評価の検討業務にお
いて施工合理化調査の解析等にも取り組んでおり高度な専門
的知識と経験を有している。本業務の遂行に必要な上記条件
を満たす知識及び技術、経験を併せ持つのは、同法人以外に
はないことから、（社）日本建設機械化協会と随意契約を行うも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

公募手続き
を導入

6310 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度融雪設備高度化検
討業務

山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成17年12月27日 28,874,100

本業務は、近畿地方整備局管内の融雪設備が抱える根本的
な問題を解決し、環境保全や省エネルギー・省資源などの多様
化する社会ニーズに対応するために、融雪設備の高度化を図
るものである。本業務の遂行に当たっては、下に示す能力が必
要である。
（１）管内融雪設備の設置構造やその技術的課題に関する広
範な知識
（２）融雪設備の新技術に関する高度な知識
（３）公平・中立な立場による試験、検証、評価能力
社団法人日本建設機械化協会は、建設事業の機械化を推進
し、もって国土開発と経済発展に寄与することを目的として設立
された社団法人であり、建設機械化に関する試験研究などを
事業としている。同法人は、融雪設備に関しても、「路面消・融
雪施設等設計要領」の編集・発行はもとより、「積雪寒冷地域
交通対策分科会」を設立し、管内の融雪や凍結防止設備の技
術的課題への取組みを行うなど、新技術の適応性についての
調査や研究実績を持っている。また、融雪設備の維持管理の
合理化に関する研究で、管内融雪の設置構造や技術的課題に
関して精通している。
そのため、同法人は、
（１）管内融雪設備の設置構造やその技術的課題に関する広
範な知識を有している。
（２）融雪設備の新技術に関する高度な知識を有している。
（３）業務遂行に必要な試験、検証、評価について公平性・中立
性を有している。
以上のように、同法人は、本業務において融雪設備の高度化
を検討するうえで必要な知識・技術・経験を有しており、本業務
を遂行できる唯一の団体である。本業務を遂行できる者は、同
法人以外にない。従って、本業務の遂行にあたり、社団法人日
本建設機械化協会と随意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入
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6311 （社）日本建設機械化協会
鋼構造物検査技術研修施設運
用検討業務

山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成18年2月2日 2,992,500

鋼構造物検査技術研修施設は、実際の損傷事例や熟練技術
者の見地や経験を踏まえ様々な変状や欠陥を再現具体化して
おり、本施設を企画展示したものでなければ効果的に活用する
ための運用テキストを作成する事は出来ない。社団法人日本
建設機械化協会は、本施設の企画展示（「鋼構造物検査技術
研修施設企画・展示業務」の受注による）を行っており、業務を
円滑かつ効果的に遂行できる唯一の業者である。したがって、
社団法人　日本建設機械化協会と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入

6312
（社）日本補償コンサルタント
協会

平成１７年度紀北東道路粉河外
１地区成果品審査業務

大槻英治　和歌山河川国道事務
所
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年7月19日 5,512,500

本業務は、元請業者が納入した元請業務成果品を、補償コン
サルタント業務に精通し、且つ、第三者的立場にある者が、補
償基準・各種法令及び算定上の留意事項等に照らして審査す
ることにより、被補償者及び国民に対して、公平で公正な保証
金が算定されているとの信頼性を高めるためのものである。本
業務の遂行にあたっては、補償算定に関する豊富な知識と経
験を持ち、秘密の保持は勿論のこと、補償の算定結果につい
て第三者的立場からの審査が実施できることが必要である。
（社）日本補償コンサルタント協会は、補償コンサルタント業を
営む個人又は法人の所属職員の資質の向上及び補償コンサ
ルタント業務の進捗改善を図ることにより、広く社会公共の福
祉の増進に寄与することを目的に設立された公益法人であり、
補償コンサルタント業務に関する調査・研究に従事する等で、
補償金算定の豊富な知識と経験をもつとともに、補償業務に関
して公共事業の施行者等に対する連絡、協力及び建議などを
第三者的立場から行っている。また、本業務と同等業務である
補償金算定補助業務や類似業務である精度監理業務につい
て、豊富な実績を有する唯一の法人であるとともに、その実績
から特段の機密保持が確保できる法人である。よって、本業務
を遂行できる唯一の法人である本協会と随意契約を行うもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6313
（社）日本補償コンサルタント
協会

平成１７年度紀北東道路藤井外
３地区成果品審査業務

大槻英治　和歌山河川国道事務
所
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年11月15日 9,177,000

本業務は、元請業者が納入した元請業務成果品を、補償コン
サルタント業務に精通し、且つ、第三者的立場にある者が、補
償基準・各種法令及び算定上の留意事項等に照らして審査す
ることにより、被補償者及び国民に対して、公平で公正な補償
金が算定されているとの信頼性を高めるためのものである。本
業務の遂行にあたっては、補償算定に関する豊富な知識と経
験を持ち、機密の保持は勿論のこと、補償の算定結果につい
て第三者的立場からの審査が実施できることが必要である。
（社）日本補償コンサルタント協会は、補償コンサルタント業を
営む個人又は法人の所属職員の資質の向上及び補償コンサ
ルタント業務の進捗改善を図ることにより、広く社会公共の福
祉の増進に寄与することを目的に設立された公益法人であり、
補償コンサルタント業務に関する調査・研究に従事する等で、
補償金算定の豊富な知識と経験をもつとともに、本業務と同等
業務である補償金算定補助業務や類似業務である精度監理
業務を通じて、補償金の算定結果について第三者的立場から
の審査を実施している。また、これら同等業務について豊富な
実績を有する唯一の法人であるとともに、その実績から特段の
機密保持が確保できる法人である。よって、本業務を遂行でき
る唯一の法人である本協会と随意契約を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6314
（社）日本補償コンサルタント
協会

平成１７年度白屋地区非居住建
物調査精度監理業務

細川　雅　紀の川ダム統合管理
事務所　五條市三在町1681

平成17年7月27日 1,218,000

本業務を実施するにあたっては、元請業者とは別の第三者で
ある専門家の審査判断を得ることによって成果品の精度を高
め適正な算定を目的とするものであることから、補償算定の豊
富な知識と経験を持ち、被補償者及び広く国民に信頼が得ら
れる第三者的立場にあることが要求される。（社）日本補償ｺﾝｻ
ﾙﾀﾝﾄ協会は、「補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務に従事する者の資質の向上
及び補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務の進捗改善を図り、広く社会公共の福
祉の増進に寄与する。」ことを目的として設立された公益法人
である。その業務内容は、①補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務に従事する者
の資質向上のための指導及び研修会、講習会の開催。②補償
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務に関する啓発、宣伝。③補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務に関
する調査、研究及び受託。④補償業務に関し公共事業の施工
者等に対する連絡、協力及び建議。⑤補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務に関
する機関誌、図書及びその他の刑行物の出版、頒布、などの
事業を行っている。近畿地方整備局管内においても精度監理
業務についての多大な実績を有している。従って、第三者とし
て公平で公正な審査、判断を行い、成果品の精度を高める目
的から補償金算定業務に精通した経験豊富な会員を有し、十
分な業務上の知識と経験があり、本業務にふさわしい適切な
人材を確保出来るのは、当核法人以外に存在しない。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6315
（社）日本補償コンサルタント
協会

平成１７年度２４号木津町建物
等調査算定精度監理業務

丹羽克彦　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年8月10日 1,470,000

 　本業務は、一般国道２４号交通安全事業(木津町大字木津地
区)実施に伴い移転が必要となる建物等を対象にして、当所が
別途発注した建物等の調査算定業務の成果品を、権威ある第
三者の高度な技術的、専門的な審査と判断を得ることによっ
て、その成果品の精度を高め適正な補償額の算定に資するこ
とを目的としている。
　 社団法人日本補償コンサルタント協会は、公共事業の施行
に伴い補償業務に従事する個人または法人の所属職員の資
質の向上と、補償業務に関する調査、研究及び受託等を行い、
広く公共の福祉の増進に寄与することを目的として建設大臣の
許可を得て設立されたものである。
　 当該法人は、精度監理業務に関し豊富な実績があり、専門
的な知識と豊富な経験のある技術者を有し、また業務遂行に
伴って知り得た個人情報等の機密の保持及び第三者機関とし
ての中立性に関して、高い信頼性が認められる。
　 よって、社団法人日本補償コンサルタント協会と随意契約す
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6316
（社）日本補償コンサルタント
協会

平成１７年度Ｒ４７８長岡京市奥
海印寺地区成果品審査業務

丹羽克彦　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年9月12日 315,000

　 本業務は、元請業者が納入した元請業務成果品について、
補償コンサルタント業務に精通し、かつ第三者的立場にある専
門家の審査、判断を得ることによって、精度を高め、適正な補
償額の算定を目的とする。
   （社）日本補償コンサルタント協会は、公共事業の施行に伴う
補償業務に従事される個人又は法人の所属職員の資質の向
上と補償業務に関する調査、研究及び受託等を行ない、広く社
会公共の福祉の増進に寄与することを目的として、建設大臣の
許可を得て設立されたものである。
   本業務は、公正、中立の立場に立った高度な技術的判断を
必要とされるが、当協会は、専門的な知識と豊富な経験を有し
ており、これに的確に対応できると判断出来る。
　  従って、（社）日本補償コンサルタント協会と随意契約するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6317
（社）日本補償コンサルタント
協会

１号栗東水口道路１石部地区
（石部緑台）物件調査成果品審
査業務

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年9月9日 892,500

　本業務は、１号栗東水口道路所用の用地買収に伴い支障と
なる建物等の調査等業務による成果品の審査を行うものであ
る。
　本業務の目的は、補償コンサルタント業者に発注した用地調
査等請負業務の成果品を、精度監理の一環として、元請業者
とは別の権威ある第三者に審査を付し、用地調査等請負業務
の成果品をより精度の高いものにすることにより、補償金の算
定を迅速かつ適正に行い、被補償者に対する信頼性を高める
ことである。加えて、業務の誠実な履行が要求されるため、営
利を目的としない公益法人により精度監理を行うことが必要で
ある。
　社団法人日本補償コンサルタント協会は、建設事業に係る豊
富な経験と習熟した技術により、建設行政の補完的役割を果
たし、もって建設行政の発展に寄与することを目的に設立され
た公益法人である。また、社団法人日本補償コンサルタント協
会は「精度監理業務」において、当事務所においても、近畿地
方整備局管内の他事務所においても充分な実績を有してい
る。
　本業務の遂行に必要な条件を満たす知識、技術、経験を併
せ持つのは同法人以外にはなく社団法人日本補償コンサルタ
ント協会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6318
（社）日本補償コンサルタント
協会

平成１７年度北脇地区建物等調
査成果品審査業務

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年9月9日 735,000

　本業務は、１号水口道路所用の用地買収に伴い支障となる
建物等の調査等業務による成果品の審査を行うものである。
　本業務の目的は、補償コンサルタント業者に発注した用地調
査等請負業務の成果品を、精度監理の一環として、元請業者
とは別の権威ある第三者に審査を付し、用地調査等請負業務
の成果品をより精度の高いものにすることにより、補償金の算
定を迅速かつ適正に行い、被補償者に対する信頼性を高める
ことである。加えて、業務の誠実な履行が要求されるため、営
利を目的としない公益法人により精度監理を行うことが必要で
ある。
　社団法人日本補償コンサルタント協会は、建設事業に係る豊
富な経験と習熟した技術により、建設行政の補完的役割を果
たし、もって建設行政の発展に寄与することを目的に設立され
た公益法人である。また、社団法人日本補償コンサルタント協
会は「精度監理業務」において、当事務所においても、近畿地
方整備局管内の他事務所においても充分な実績を有してい
る。
　本業務の遂行に必要な条件を満たす知識、技術、経験を併
せ持つのは同法人以外にはなく社団法人日本補償コンサルタ
ント協会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6319
（社）日本補償コンサルタント
協会

１号水口道路（南側）建物調査
成果品審査業務

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年10月3日 1,312,500

　本業務は、１号水口道路所用の用地買収に伴い支障となる
建物等の調査等業務による成果品の審査を行うものである。
本業務の目的は、補償コンサルタント業者に発注した用地調査
等請負業務の成果品を、精度管理の一環として、元請業者と
は別の権威ある第三者に審査を付し、用地調査等請負業務の
成果品をより精度の高いものにすることにより、補償金の算定
を迅速かつ適正に行い、被補償者に対する信頼性を高めるこ
とである。加えて、業務の誠実な履行が要求されるため、営利
を目的としない公益法人により精度監理を行うことが必要であ
る。
　社団法人日本補償コンサルタント協会は、建設事業に係る豊
富な経験と習熟した技術により、建設行政の補完的役割を果
たし、もって建設行政の発展に寄与することを目的に設立され
た公益法人である。また、社団法人日本補償コンサルタント協
会は「精度監理業務」において、当事務所においても、近畿地
方整備局管内の他事務所においても充分な実績を有してい
る。
　本業務の遂行に必要な条件を満たす知識、技術、経験を併
せ持つのは同法人以外にはなく社団法人日本補償コンサルタ
ント協会と随意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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6320
（社）日本補償コンサルタント
協会

交通安全１号北土山地区建物
等調査業務精度監理等業務

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年10月3日 2,751,000

　本業務は、交通安全１号土山町北土山地区歩道設置工事所
用の用地買収に伴い支障となる建物等の調査等業務による成
果品審査と精度管理業務を行うものである。
　本業務の目的は、補償コンサルタント業者に発注した用地調
査等請負業務の成果品を、元請業者とは別の権威ある第三者
に審査を付し、用地調査等請負業務の成果品をより精度の高
いものにすることにより、補償金の算定を迅速かつ適正に行
い、被補償者に対する信頼性を高めることである。加えて、業
務の誠実な履行が要求されるため、営利を目的としない公益
法人により成果品審査及び精度監理を行うことが必要である。
　社団法人日本補償コンサルタント協会は、建設事業に係る豊
富な経験と習熟した技術により、建設行政の補完的役割を果
たし、もって建設行政の発展に寄与することを目的に設立され
た公益法人である。また、社団法人日本補償コンサルタント協
会は「精度監理業務」において、当事務所においても、近畿地
方整備局管内の他事務所においても充分な実績を有してい
る。
　本業務の遂行に必要な条件を満たす知識、技術、経験を併
せ持つのは同法人以外にはなく社団法人日本補償コンサルタ
ント協会と随意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6321
（社）日本補償コンサルタント
協会

８号外町地区建物調査成果品
審査業務

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年10月14日 913,500

公平で公正な補償金算定の知識、実績及び信頼性を有してい
ることが必要であり、当該法人以外にない。（会計法第２９条の
３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争入札等に移
行したもの

6322
（社）日本補償コンサルタント
協会

８号川瀬馬町建物調査成果品
審査業務

安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成18年1月6日 420,000

公平で公正な補償金算定の知識、実績及び信頼性を有してい
ることが必要であり、当該法人以外にない。（会計法第２９条の
３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争入札等に移
行したもの

6323
（社）日本補償コンサルタント
協会

Ｒ１６３清滝生駒道路北田原地
区物件調査等成果品審査業務

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年8月3日 619,500

本業務は、元請業者が納入した元請業務成果品を、補償コン
サルタント業務に精通し、かつ、権威ある第三者が、補償基準・
各種法令、算定上の留意事項等に照らして審査することによ
り、被補償者のみならず国民に対して、公平で公正な補償金が
算定されているとの信頼性を高めるためのものである。本業務
の遂行にあたっては、補償金算定についての豊富な知識と経
験が必要であり、内部秘密の保持はもちろんのこと、被補償者
のみならず広く国民に信頼が得られる権威ある第三者であるこ
とが必要である。
社団法人日本補償コンサルタント協会は、「補償コンサルタント
業を営む個人又は法人の所属職員の資質の向上及び補償コ
ンサルタント業務の進歩改善を図ることにより、広く社会公共の
福祉の増進に寄与すること」を目的に設立された公益法人であ
り、この設立目的を達成するため、補償コンサルタント業務に
関する調査、研究及び受託をはじめとして、①補償コンサルタ
ント業務に従事する者の資質の向上を図るための指導及び研
修会、講演会等の開催、②補償コンサルタント業務に関する啓
発、宣伝、③補償業務に関し、公共事業の施行者等に対する
連絡、協力及び建議などの事業を行っている。本業務の遂行
に当たっては、公平で公正な補償金算定の知識、実績及び信
頼性を有していることが必要であり、上記の条件を満たすのは
当該法人以外にない。よって、社団法人日本補償コンサルタン
ト協会近畿支部と随意契約するものである。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6324
（社）日本補償コンサルタント
協会

Ｒ２４号五條市本陣地区建物等
調査成果品精度監理業務

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年11月21日 2,310,000
公平で公正な補償金算定の知識、実績及び信頼性を有してい
ることが必要であり、当該法人以外にない。（会計法第２９条の

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの



番号 所管公益法人等の名称
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契約担当官等の氏名並びに
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6325
（財）大阪湾ベイエリア開発推
進機構

平成１７年度大阪湾再生推進方
策検討業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年8月30日 27,510,000

  本業務は、大阪湾再生行動計画の進捗状況・市民参加施策
の取りまとめ等を行い、大阪湾再生推進方策を検討するもので
ある。本業務の遂行に当たっては、大阪湾及び大阪湾ベイエリ
アに関する各種情報を多く保有するとともに、大阪湾ベイエリア
の関係省庁及び関係自治体等と連携して実施している「大阪
湾再生行動計画」の内容・経緯について熟知している必要があ
る。また、前年度実施した「平成１６年度大阪湾再生推進方策
調査検討業務」により得られたデータを利用する必要があり、こ
れを熟知したものに業務を履行させる必要がある。（財）大阪湾
ベイエリア開発推進機構は、大阪湾ベイエリアの総合的開発整
備に関する調査研究、企画立案や大阪湾ベイエリアに関する
関係省庁、関係自治体等の広域的連携の取り組みを行うため
に設立された公益法人である。（財）大阪湾ベイエリア開発推進
機構は、大阪湾及び大阪湾ベイエリアに関する各種情報を多く
保有し、「大阪湾再生行動計画」の内容・経緯について熟知し
ている。また、「平成１６年度大阪湾再生推進方策調査検討業
務」を受託しており、当該業務のデータについて熟知している。
したがって、（財）大阪湾ベイエリア開発推進機構は、本業務の
遂行に当たって必要な条件を満たしている唯一の法人であり、
（財）大阪湾ベイエリア開発推進機構と随意契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

6326
（財）大阪湾ベイエリア開発推
進機構

平成１７年度大阪湾環状道路等
整備効果検討業務（一式）

福岡彰三　近畿幹線調査事務所
大阪市福島区野田５－１７－２２

平成17年8月17日 57,645,000

　本業務は、経済的・社会的地盤沈下が言われて久しい大阪
都市圏について、豊かで快適な、かつ経済活力に満ちた「都市
再生」に寄与する、大阪都市再生環状道路について、その必要
性・整備効果を広く国民にアピールするため、新聞紙面を活用
して情報発信を行うとともに、大阪都市再生環状道路の果たす
役割を、大阪湾岸地域の産業活性化、同地域の空港・港湾等
の国際物流拠点再生等、幾つかの視点で定量的・定性的に検
討し、必要性・整備効果について、プレゼンテーション用として
の説明資料を作成するものとする。また、南部ベイエリア地域
の紀淡連絡道路について、その必要性・整備効果について、対
外的に広くアピールするための説明資料を作成するものとす
る。本業務の実施に当たっては、大阪湾岸地域の現状と課題、
総合的開発計画等に関し、深く精通していることが求められる。
（財）大阪湾ベイエリア開発推進機構は、近畿圏の活性化を先
導する大阪湾岸地域に関する一体的利用を推進するため、新
たな高次機能の集積、快適な生活空間の形成等、大阪湾岸地
域の総合的開発整備に関する調査研究、企画立案、合意形成
の促進、　広域的共同取組みの促進等を行い、もって多極分散
型国土の形成に寄与することを目的として設立された公益法人
である。これまで、大阪湾岸地域の総合的開発整備や、同地域
と内陸部との一体的開発整備に関する調査研究・企画立案、さ
らには大阪湾岸　　地域を包括する大阪都市圏における多核
ネットワーク型都市圏の形成等、都市再生を視野に入れた調
査研究・情報収集など、大阪湾岸地域に関する調査研究を数
多く行っており、豊富な知識やデータ・ノウハウを蓄積するとと
もに高度な技術に精通し、当事務所をはじめ、関係省庁、地方
自治体等からの関連業務に関する受注実績を数多く有してい
る。したがって、本業務を的確かつ迅速に遂行することができ
る唯一の法人は、同法人以外には無いことから、（財）大阪湾
ベイエリア開発推進機構と随意契約を行うものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
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6327
（財）大阪湾ベイエリア開発推
進機構

平成１７年度大阪湾岸地域連携
方策等検討業務（一式）

福岡彰三　近畿幹線調査事務所
大阪市福島区野田５－１７－２２

平成17年9月28日 56,700,000

　本業務は、国際物流拠点である大阪湾岸地域の連携・活性
化による国際競争力を高めるために必要な都市インフラである
大阪都市再生環状道路、関西大環状道路等の都市圏環状道
路について、その必要性・整備効果について情報発信を行うた
めに、「環　　状道路」にスポットをあて、バイパスから環状道路
へのシフト、国内外における都市圏環状道路機能の実状、環
状道路整備のあり方、等についての幾つかのテーマを企画・検
討し、広く理解を得られるための資料の作成、整理、編集作業
を行うものである。
　また、大阪湾岸地域の連携による活性化方策を検討するた
め、将来における大阪湾岸地域をめぐる経済社会状況の変化
に対する、環状道路ネットワークの整備効果を便益波及効果に
て定量的に検証し、必要性について分析を行うものである。本
業務の実施に当たっては、環状道路と大阪湾岸地域の現状と
課題、総合的開発計画等に関し深く精通し、かつ、総合的な分
析・整理が求められる。（財）大阪湾ベイエリア開発推進機構
は、近畿圏の活性化を先導する大阪湾岸地域に関する一体的
利用を推進するため、新たな高次機能の集積、快適な生活空
間の形成等、大阪湾岸地域の総合的開発整備に関する調査
研究、企画立案、合意形成の促進、広域的共同取組みの促進
等を行い、もって多極分散型国土の形成に寄与することを目的
として設立された公益法人である。これまで、大阪湾岸地域の
総合的開発整備や、同地域と内陸部との一体的開発整備に関
する調査研究・企画立案、さらには大阪湾岸地域を包括する大
阪都市圏における多核ネットワーク型都市圏の形成等、都市
再生を視野に入れた大阪湾岸地域に関する調査研究や、環状
道路の整備による効果や影響についての調査を数多く行って
おり、豊富な知識やデータ・ノウハウを蓄積するとともに高度な
技術に精通し、総合的に判断できる能力を有している。また、
当事務所をはじめ、関係省庁、地方自治体等からの関連業務
に関する受注実績を数多く有している。したがって、本業務を的
確かつ迅速に遂行することができる唯一の法人は、同法人以
外には無いことから、（財）大阪湾ベイエリア開発推進機構と随
意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

6328
（財）関西文化学術研究都市
推進機構

平成１７年度産学官連携技術検
討業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年1月23日 3,990,000

　本業務は、関西文化学術研究都市の各研究機関等が研究・
開発している技術情報の収集をすることから、中立・公正を図
る必要があるとともに、研究機関等との調整力が求められる。
（財）関西文化学術研究都市推進機構は、関西文化学術研究
都市に導入すべき文化学術研究機能に関する調査研究、企画
立案及び合意形成の促進等を行う財団法人である。これまで、
関西文化学術研究都市の交通ニーズの調査を行い、ＩＴ技術を
活用した融合型公共交通システムの実用化研究開発や、ＩＴＳ
施策等の検討・提案を行うなど、関西文化学術研究都市に蓄
積されている技術を活用し、実用化に向けた企画・提案等につ
いて豊富な実績を有しており、本業務を適正かつ効率的に実
施することができる唯一の法人である。以上の理由により上記
財団法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6329 （財）都市計画協会
災害復興時における景観形成
方策検討業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年12月21日 9,765,000

　財団法人都市計画協会は、「都市計画の基本政策を研究し、
都市計画に関する知識の普及並びに都市計画事業の発展を
図る」ことを目的としており、計画策定から事業実施までのまち
づくり施策全般に関する幅広い知識を有している。
　また、財団法人都市計画協会は、都市計画区域を有する多く
の地方公共団体が本協会の会員となっているとともに、「財団
法人 都市計画協会 寄付行為」第４条（事業）に定める（１）都市
計画並びにこれに関連する国土計画及び地方計画に関する調
査研究及びこれらの業務の受託、（５）都市計画に関する啓発
宣伝及び調査、計画、設計の指導等を総合的に行っており、都
市計画に関連して幅広くかつリアルタイムな情報を収集・発信
能力を有しているなど、これまで長年にわたり全国各都市にお
ける都市計画マスタープラン・地区計画策定及び景観条例策
定支援等、都市計画手法の活用に関する調査・検討を実施し
てきており、景観法制定時には、法律を所管している国土交通
省都市・地域整備局都市計画課と協同して法律制定に向けて
資料作成にあたるとともに、普及啓発活動を実践、ワークショッ
プやシンポジウム等にも携わるなど、都市計画・景観行政全般
に精通し、極めて高度な見識と経験を有していることから、本業
務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の機関である。よっ
て、上記財団法人都市計画協会と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

6330 （財）都市みらい推進機構
国力の相対的低下状況時の京
阪神都市圏の今後の戦略検討
業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年12月20日 7,035,000

　上記財団法人は、「新しい都市拠点の形成等の都市の活性
化に関する総合的な調査・研究、情報・資料の収集・提供等を
実施することにより、民間の技術と経験を活かしつつ、地域社
会と調和した活力ある都市づくりの推進を図ること」を目的とし
て昭和６０年に設立された財団法人であり、過去から国土交通
省都市・地域整備局と連携してまちづくりや都市再生に関する
調査・研究等を実施している。
　また、新しい都市拠点の形成等の都市の活性化に関する計
画・事業手法等に関する調査・研究や都市の活性化に関する
総合的な情報・資料の収集及び提供、都市の活性化及び地域
住民のまちづくりに関する指導、関係諸官庁・地方公共団体に
対する各種提言等を実施しており、本業務の実施するにあた
り、高度な経験と知識を有した研究員を配していることから、本
業務を遂行できる唯一の機関といえる。よって、財団法人都市
みらい推進機構と随意契約するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

6331 日本下水道事業団
近畿地方における下水道情報
発信手法に関する調査業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年9月12日 1,890,000

　上記の日本下水道事業団は、地方公共団体等の要請に基づ
き下水道建設及び維持管理に関する技術的支援や調査研究
等を行うことを目的に設立しており、過去から下水道に関する
各種事業を地域と密着した形で展開しており、近畿の各府県各
市町村の特殊事情等に精通した経験豊富な技術者を多数有し
ていることから、下水道が生活環境改善に寄与する事を熟知し
正しく情報発信ができる唯一の機関である。　よって、日本下水
道事業団と委託を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
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6332 （独）都市再生機構
都市再生整備計画策定に係る
検討業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年8月29日 17,703,000

　本業務は、近畿地方整備局管内において、都市再生整備を
行う必要がある地区について関係する自治体との連携のもと、
整備に必要な各種の検討・資料作成等を行うものであるが、ま
ちづくり交付金を有効に活用し、地域課題に応じた成果の実現
へと誘導していくため、本調査業務については様々なまちづくり
の業務経験等を有する者の協力を得て実施していくことが効果
的である。独立行政法人都市再生機構は、面的に広がる区域
の再開発事業に加え、賃貸住宅の建設及び建替における生活
支援施設の導入や震災復興事業などのコミュニティ形成に配
慮すべき事業など、様々な市街地整備の実施経験を有してい
る。また、市街地の整備改善に必要な調査、調整及び技術提
供を幅広く行っている。なお、都市再生特別措置法第６２条に
基づき都市再生整備計画の策定等に必要な調査等の業務を
行うことができることとされている。
　以上により、本調査業務を独立行政法人都市再生機構に委
託するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6333 （独）都市再生機構
関西国際空港等におけるみどり
から見た景観づくり方策検討業
務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年1月25日 4,739,700

本業務の履行にあたっては、土地利用の基礎的データの解析
に始まり、自然環境と人間の活動、地域開発との調整、失われ
つつある里山等自然回復手法の整理等、開発と自然環境の保
全を両立させる能力を有した上で、各種公共事業に関する十
分な理解、事業間連携の現状と問題点を十分に把握している
ことが必要とされる。
独立行政法人都市再生機構は、政府の都市再生の取り組みを
推進するために設置されたものであり、大都市地域及び地方
都市において、公共施設の整備を含めて様々な都市開発を実
施しており、その際に市街地の整備改善や都市公園の整備の
ために必要な調査及び技術の提供をおこなっている。
　これらの点を考慮すると、独立行政法人都市再生機構は本
業務を行う上で必要な、専門的な技術・実績・経験等を有する
唯一の団体であり、契約相手として、独立行政法人都市再生
機構をおいて他にはない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6334 （財）経済調査会
平成１７年度「積算資料」材料単
価等ＦＤ購入

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月28日 4,246,200

｢積算資料及び材料単価データベース」を発行・作成している唯
一の機関である。（会計法第２９条の３第４項） その他のもの －

6335 （財）建設物価調査会
平成１７年度姫路管内材料単価
特別調査業務

井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年8月31日 4,252,500

設計材料単価の特別調査は、工事の積算に用いる設計材料
単価のうち、調査に時間を要すると思われる資材を特別に調査
し、単価算出を行うものである。調査においては公平性・中立
性が必須であり、建設資材の市場の価格実態を適正かつ迅速
に把握する必要がある。  本業務は、簡易公募型指名競争入
札方式により手続きを行った際、唯一入札参加表明書を提出し
たのが、（財）建設物価調査会であった。　同方式における入札
参加者を選定するための基準は、統計的な業務実績を認める
など建設コンサルタント等幅広く募集したが、（財）建設物価調
査会１社しか応募がなかった。なお、今回提示した公募条件の
業務実績を更に緩和して再公募することは、技術的にも未熟な
建設コンサルタント等の参加を招き、本業務の目的を達成でき
ないおそれがある。（財）建設物価調査会は、過年度より近畿
地方整備局発注の材料単価特別調査も実施しているため、同
一の観点から迅速かつ均一的な調査を行うことが可能である。
また、豊富な経験と業務に精通した職員を有し、業務内容も熟
知している。以上により、本業務は（財）建設物価調査会と随意
契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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6336 （財）建設物価調査会
平成１７年度建設資材価格調査
業務

金澤　文彦　福井河川国道事務
所
福井県福井市花堂南２－１４－
７

平成17年9月30日 2,509,500

工務第二課 建設資材価格の「別枠調査」は、福井河川国道工
事事務所管内における工事の積算に用いる材料単価のうち、
統一調査及び特別調査以外の材料を特別に調査会へ依頼す
る調査である。建設資材価格の調査において、建設資材の市
場の価格実態を適正かつ迅速に把握する必要がある。本業務
は指名競争入札方式により手続きを行ったところ、第二回目の
入札の際辞退者がでたため競争入札できなくなった、入札参加
に表明したのが（財）建設物価調査会一社しかなかった。なお、
今回提示した資材価格調査項目は必須項目のみであり条件を
緩和する事は出来ない。（財）建設物価調査会は、土木、建築
等の建設工事に関する工事並びにこれらに要する資材の価格
及び、労務費の実態を調査して、工事の設計及び見積等に資
し、もって建設事業の進歩発展に寄与することを目的として設
立されたものである。また、設立主旨にあるとおり、資材関係の
業界との信頼関係も日常業務を通じて確保している。また、豊
富な経験と業務に精通した職員を有し、業務内容を熟知してい
ること等を判断すれば、本業務を実施するに必要な条件を満足
するのは当該調査会しかなく、もって上記調査会と随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6337 （財）建設物価調査会
平成１７年度「建設物価」材料単
価等ＦＤ購入

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月28日 3,931,200

「建設物価及び材料単価データベース」を発行・作成している唯
一の機関である。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

6338 関西電力（株）
一般国道２号尼崎杭瀬南電線
共同溝引込管路設備工事委託
（一式）

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年6月10日 8,205,750

委託協定書に基づいて（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

6339 関西電力（株）
一般国道２号尼崎大島電線共
同溝引込管路設備工事委託（一
式）

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年8月1日 23,776,200

委託協定書に基づいて（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

6340 関西電力（株）
一般国道２号灘岩屋電線共同
溝引込管路設備工事委託（一
式）

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年8月1日 1,573,950

委託協定書に基づいて（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

6341 関西電力（株）
一般国道２号灘船寺電線共同
溝引込管路設備工事委託（一
式）

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年8月1日 5,082,000

委託協定書に基づいて（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

6342 関西電力（株）
一般国道２号西宮･芦屋電線共
同溝引込管路設備工事委託（一
式）

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年8月1日 6,228,600

委託協定書に基づいて（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

6343 関西電力（株）
一般国道１７１号尼崎西昆陽電
線共同溝引込管路設備工事委
託（一式）

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成18年2月16日 3,327,450

委託協定書に基づいて（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －
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6344 関西電力（株）
一般国道２号中央北町電線共
同溝引込管路設備工事委託（一
式）

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成18年2月16日 1,267,350

委託協定書に基づいて（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

6345 関西電力（株）
一般国道２４号橿原八木第２工
区電線共同溝引込管路設備工
事に関する委託契約（一式）

山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年9月26日 3,875,550

委託協定書に基づいて（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

6346 関西電力（株） 電気料
村西正実　大阪国道事務所
大阪市城東区今福西２－１２－
３５

平成17年4月1日 187,087,508

光熱水料（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6347 関西電力（株） 合同庁舎電気料
岩月　邦文　京都営繕事務所
京都市左京区丸太町通川端東
入東丸太町３４－１２

平成17年4月1日 1,359,218

光熱水料（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

合同庁舎分
担金、契約
は大阪税関

6348 関西電力（株） 電気料
松本　勝正　国営明石海峡公園
事務所　神戸市中央区磯上通4
－1－6

平成17年4月1日 12,985,744

光熱水料（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

予定調達総
額

12,985,744

6349 関西電力（株） 電力料
吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年4月1日 145,907,203

光熱水料（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6350 関西電力（株） 電力料
吉川　知弘　六甲砂防事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉東町
３－１３－１８

平成17年4月1日 9,385,566

光熱水料（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6351 関西電力（株） 電力料
大槻英治　和歌山河川国道事務
所
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 109,843,760

光熱水料（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6352 関西電力（株） 電気料
細川　雅　紀の川ダム統合管理
事務所　五條市三在町1681

平成17年4月1日 22,031,138

光熱水料（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6353 関西電力（株） 電力料
東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年4月1日 105,596,512

光熱水料（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6354 関西電力（株） 電力料
山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成17年4月1日 8,312,610

光熱水料（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
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6355 関西電力（株） 電力量

髙松正彦　国営飛鳥歴史公園事
務所
奈良県高市郡明日香村大字平
田５３８番地

平成17年4月1日 5,198,431

光熱水料（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6356 関西電力（株） 電気料金
林　正一　阪神国道事務所
兵庫県芦屋市川西町１４－１

平成17年4月1日 5,913,221

光熱水料（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6357 関西電力（株） 光熱水料
安藤　勲　滋賀国道事務所
滋賀県大津市打出浜１４－６３

平成17年4月1日 141,149,246

光熱水料（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6358 関西電力（株） 電力料
小畑　直樹　猪名川総合開発工
事事務所
箕面市牧落１－１９－３０

平成17年4月1日 3,492,110

光熱水料（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6359 関西電力（株） 電力料金
山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年4月1日 93,173,708

光熱水料（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6360 関西電力（株） 電気料
井上智夫　姫路河川国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２５０

平成17年4月1日 92,241,528

光熱水料（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6361 関西電力（株） 電気料
松山宣行　福知山河川国道事務
所　京都府福知山市字堀小字今
岡2459-14

平成17年4月1日 67,098,585

光熱水料（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6362 関西電力（株）
一般国道１７５号改築平野拡幅
工事　補償金

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年4月1日 1,036,161

当該法人が当物件の所有者であることからその者と売買契約
を締結する必要がある。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

6363 関西電力（株）
一般国道１７５号改築三木バイ
パス工事　補償金

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年4月1日 1,859,794

当該法人が当物件の所有者であることからその者と売買契約
を締結する必要がある。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

6364 関西電力（株） 電力料
新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年4月22日 182,189,673

光熱水料（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6365 関西電力（株）
２８号下田地区交通安全施設等
整備工事

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年6月2日 1,644,424

当該法人が当物件の所有者であることからその者と売買契約
を締結する必要がある。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －
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物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6366 関西電力（株） 電力料
後藤　正　豊岡河川国道事務所
豊岡市幸町１０－３

平成17年4月1日 128,643,271

光熱水料（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6367 関西電力（株） 電気料
上下　芳夫　淀川ダム統合管理
事務所　大阪府枚方市山田池北
町１０－１

平成17年4月1日 16,501,255

光熱水料（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6368 大阪ガス（株） ガス料
藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 6,278,395

供給対象が当該法人のみである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

6369 大阪ガス（株） ガス料
吉田延雄　淀川河川事務所
大阪府枚方市新町2-2-10

平成17年4月1日 7,229,394

供給対象が当該法人のみである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

6370 大阪ガス（株） ガス料
吉川　知弘　六甲砂防事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉東町
３－１３－１８

平成17年4月1日 2,130,666

供給対象が当該法人のみである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

6371 大阪ガス（株） ガス料
東川直正　京都国道事務所
京都市下京区西洞院通小路下
る南不動堂町８０８

平成17年4月1日 3,775,061

供給対象が当該法人のみである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

6372 大阪ガス（株） ガス料
山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成17年4月1日 1,032,828

供給対象が当該法人のみである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

6373 大阪ガス（株） ガス料金
林　正一　阪神国道事務所
兵庫県芦屋市川西町１４－１

平成17年4月1日 2,457,032

供給対象が当該法人のみである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

6374 大阪ガス（株） ガス料金
山田哲也　奈良国道事務所　奈
良市大宮町３－５－１１

平成17年4月1日 2,658,376

供給対象が当該法人のみである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

6375 大阪ガス（株） ガス料
新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年4月23日 5,739,775

供給対象が当該法人のみである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

6376 大阪ガス（株）
一般国道２号灘電線共同溝工
事補償金

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年5月31日 21,906,000

委託協定書に基づいて（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6377 大阪ガス（株） ガス料
上下　芳夫　淀川ダム統合管理
事務所　大阪府枚方市山田池北
町１０－１

平成17年4月1日 1,931,469

供給対象が当該法人のみである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

6378 （社）公共建築協会
堺地方合同庁舎基本計画資料
作成その２業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年11月14日 3,885,000

今回の業務の遂行には、「堺地方合同庁舎基本計画資料作成
外１件業務」において検討した、堺地方合同庁舎の事業化に向
けた検討の成果及び検討過程における関係者の意向等を熟
知している必要がある。また、本業務の実施に際しては、地域
特性の把握に精通していると共に官公庁の業務特性・関連性
について専門的な見地を有していることが不可欠である。
　（社）公共建築協会は、国の機関、地方公共団体等の営繕に
関する諸般の調査、研究等を行うことにより、公共建築物の事
業の合理化と能率化に寄与することを目的に設立された営繕
工事の企画業務に関する調査検討を行っている唯一の公的機
関である。同協会は「堺地方合同庁舎基本計画資料作成外１
件業務」を受託しており、その検討結果及び検討過程に精通す
る唯一のものである。
　以上のことから、本業務は（社）公共建築協会以外では履行
できないことから、同協会と随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

「公募手続き
を導入」

6379 （社）公共建築協会
大阪府警察学校基本構想等検
討業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年1月12日 4,725,000

本業務は、現大阪府警察学校交野校の移転・建替えに伴う整
備について、ＰＦＩ方式の導入による諸条件等の設定を含む基
本構想等を検討するものである。本業務を実施するためには、
警察学校等の官庁施設の整備及び運営に係る広範で専門的
な知識と経験を有すると共に、民間資金等の活用による公共
施設等の整備等の促進に関する事項についても精通している
ことが必要不可欠である。
　　（社）公共建築協会は、国及び地方公共団体等の公共建築
物の建築等の事業の合理化と能率化に寄与することを目的に
設立された公益法人であり、営繕工事の企画業務に関する調
査・研究を行っている唯一の公的機関として、官庁施設の整備
手法等に精通している。同協会は、平成１４年度に「大阪府警
察学校交野校建替基本構想検討業務」を大阪府警察本部より
受託し、同業務の検討成果及び検討過程について熟知してい
る。また、平成１５年度には近畿地方整備局より受託した「官庁
施設の位置・規模・構造に係る経済的影響資料作成その２業
務」において、民間資金等の活用を視野に入れた事業化の可
能性について検討を行っており、同業務の内容について精通し
ている。
 　以上の理由から、本業務を円滑に履行できるのは（社）公共
建築協会以外にないことから、同協会と随意契約を行うもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

「公募手続き
を導入」



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6380 （社）公共建築協会
京都府警察学校外１件基本構
想等検討業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年2月24日 4,200,000

本業務は、事務、管理、厚生及び宿泊部門を有する警察学校
施設等の整備及び運営に係る広範で専門的な知識を活用し、
また、事業化に関して民間資金等の活用による公共施設等の
整備手法による事業化を考慮しつ施設整備の資料作成を行う
ものである。
  社団法人公共建築協会は、国及び地方公共団体等の公共建
築物の建築等の事業の合理化と能率化に寄与することを目的
に設立された公益法人で、公共施設整備に関する調査・研究を
行うことにより、警察学校などの官庁施設の整備手法等に精通
している唯一の団体であり、また、民間資金等の活用による公
共施設等の整備手法による事業化の検討に必要な高度な知
識をもつ団体でもある。
　本業務を実施するには、警察施設の整備及び運営に係る広
範で専門的な知識と経験を有すると共に、民間資金等の活用
による公共施設等の整備手法による事業化の基準や官庁営
繕業務に精通していることが必要不可欠であるとともに、現在
同協会が実施している「大阪府警察学校基本構想等検討業
務」の成果を活用し本業務をまとめる必要がある。
　以上の理由から、本業務は、(社)公共建築協会以外では履行
できないことから、同協会と随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

「公募手続き
を導入」

6381 大成建設（株）
国立京都国際会館建築改修工
事

巌　文成　京都営繕事務所　京
都市左京区丸太町通川端東入
東丸太町３４－１２

平成18年3月6日 35,595,000

国立京都国際会館は、全体計画をもとに昭和４１年に大会議場
を持つ一期工事が完成し、その後中会議場を持つ二期工事、
さらにはイベントホール、アネックスホール等、全体が独特なデ
ザインと複雑な空間で構成された建物である。本工事の施工に
あたっては、独特なデザインと複雑な空間で構成された建物の
イメージを損なわないよう施工しなければならないこと。また施
工計画の立案にあたっては、大成建設（株）が現在施工中の国
立京都国際会館Ｐ棟耐震等建築改修工事及び過去の増築・改
修工事等の内容を踏まえた計画が必要であること。加えて施設
の機能を維持しながらの工事であること等から、施工当初の施
工図書類、増築工事並びに改修工事等での過去の資料をもと
に臨機の判断と適切な施工に係るノウハウが必要不可欠であ
る大成建設（株）は、当施設の建設当初から増築並びに改修工
事を施工してきている。また既存施設とのかし責任の範囲を明
確にすることが出来る、唯一の施工会社である。
　従って、本工事については安全、円滑かつ適正な施工を行え
るのは上記業者に限られる。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

－（新営工事の際に、
保守性等についても
評価する総合評価落
札方式を検討する）

6382 （財）全国建設研修センター 平成１７年度試験等補助業務
藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 3,255,000

　財団法人全国建設研修センターは、国土交通省が所管する
国家試験の実施機関であり、国土交通省が所管する建設業法
の試験制度に関する知識に精通している。本業務の実施にあ
たり、試験等の実施の知識と精通した経験を有することが必要
であり、当該法人はこれらを迅速、的確に遂行することが出来
る唯一の機関である。よって、当該法人と随意契約を行うもの
である。（会計法第２９条の３第４項） 問題があるもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

としたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6383 （財）全国建設研修センター 平成１７年度管内研修支援業務
藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月20日 9,870,000

 本業務は、「防災・危機管理研修」、「良好な景観形成研修」等
について、民間における研修の内容と行政能力として必要な内
容とを吟味した内容の研修の実施をねらいとしている。 財団法
人全国建設研修センターは、旧建設省における建設研修の充
実に協力すると共に、広く建設技術等の普及向上をはかること
を目的として設立された法人で、①建設研修等に関する研究、
調査及び資料収集に関すること。②建設研修用テキストの刊
行に関すること等の事業を行っている。当研修センターは、旧
建設省研修審議委員会において「旧建設省が行う研修を補完
するもの」と位置づけられた行政研修を実施しており、本業務で
実施する「防災・危機管理研修」「良好な景観形成研修」に類似
した「危機管理研修」「シビックデザインー土木施設デザインー
研修」など関連する研修を各種実施していることから、当業務
を実施するための経験、人材、ノウハウを有している。 これら
のことから、本業務を円滑に行うことができるのは当研修セン
ターしかないことから、当研修センターと随意契約を行うもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6384 （独）土木研究所
藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成18年1月19日 19,950,000

本業務は、CALS/ECの一環として、電子化されたデータが円滑
に、効率的に施工・維持管理段階で利活用されることを目的と
している。本年度は、過去からのPDBによる検討結果を踏まえ
道路と河川分野で検討した業務モデルで提案したデータ交換
標準（案）を基に、他のサービスへ適用する場合のシステム開
発のマニュアルとなるPDBガイドラインを作成する。本業務を実
施するには、データ交換標準構築手段の技術を有し、発注者
のみならず、受注者の施工・維持管理段階の業務プロセスを熟
知するとともに、取り扱う情報の利用場面と利用形態に精通
し、さらに情報の電子化や標準化の地検を必要とする。独立行
政法人土木研究所においては次の実績を有している。（１）昨
年度、近畿地方整備局が発注した業務の中でデータ交換標準
（案）の策定を行っている。
　（２）施工段階や維持管理段階における業務分析や、情報連
携に関する高度な知見を有し、既に、官民一体の共同研究成
果である、「施工－維持管理段階の情報活用方策研究報告
書」や、「ＩＣカードによる施工情報システムの開発」をとりまとめ
るに至っている。（３）「工事完成図書の電子納品要領（案）」や
「デジタル写真管理情報基準（案）」の策定に関与しており、情
報の電子化の観点で精通している。（４）調査・設計段階から維
持管理段階へ、情報が円滑に利活用されることを目的とし、施
工段階の情報の共有・連携について研究を実施している。ま
た、本研究所は、国民生活及び社会経済の安定等公共の見地
から、民間が主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
れのある研究開発等を実施する機関であり、また、他に先の条
件を有し本検討を適切に遂行できるものは他にはない。よっ
て、独立行政法人土木研究所と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

6385 （財）日本気象協会
平成１７年度オンライン気象情報
提供業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 7,686,000

　本業務は、近畿地方整備局管内の降雨予測、凍結予測及び
気象情報等の提供を受け、本局及び管内事務所に配信を行う
ため、平成１３年度に（財）日本気象協会と契約、システム構築
し、提供を受けているものである。（財）日本気象協会は、地方
自治体や公共機関、新聞、放送、教育各種団体など各方面か
らの種々多様な要望に応じるために国の認可を得て設立され
たものであり、気象業務に関する高度な技術を持った優秀な技
術者を有している。本業務の目的を達成するため、平成１６年
度に引き続き上記協会と随意契約するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他のもの －

6386 （財）建設業技術者センター 平成１７年度企業情報提供業務
藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 1,575,000

提供する情報については、行政行為の補助に係るものであり、
建設分野の企業に係る特定の情報を有し、かつ、豊富な情報
収集能力及び高度な守秘義務が求められることから、（財）建
設業技術者センターは、本件を遂行できる唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により、随意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他のもの
一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

単価契約



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6387 （財）道路新産業開発機構
自律移動支援システム実証体験
施設の構築検討業務

山本　剛　近畿技術事務所　枚
方市山田池北町１１－１

平成18年8月15日 48,825,000

　本業務の履行にあたっては、ユビキタス及び自律移動支援に
関する 新の技術動向及びシステム構築のための高度な知識
が必要とされるほか、社会資本のユニバーサルデザイン化、公
物管理等、行政的・政策的に高度な判断も要求される。 （財）
道路産業開発機構は、道路に関連する新しい産業分野につい
て、調査研究を行うと共に、その開発プログラムを策定すること
により、道路機能の健全な発展と道路整備の拡充に貢献し、
もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目
的として設立された公益法人である。これまでに「自律移動支
援に関するシステムの実用化に向けた課題等整理業務」、「道
路空間におけるユビキタス環境に関する調査研究」、「道案内
システムの研究」、「ＩＴＳを活用した道路管理高度化検討業務」
などユビキタスを利用した自律移動支援及び公物管理に関す
る研究実績があり、平成１６年度には、「自律移動支援システ
ム実証体験施設の企画検討業務」を実施している。また、国土
交通省が平成１６年３月に設置した「自律移動支援プロジェクト
推進委員会」では、国内・国際標準化を見据えながら技術仕様
の策定等の技術面の検討を行う「技術検討ＷＧ」において、国
土技術政策総合研究所のもとで、事務局を担当しており、自律
移動支援に関する高度な技術的知識と経験を有している。さら
に、行政的・政策的に高度な判断を必要とする業務についても
多くの実績を持つなど、本業務に必要となる特殊な知識と経験
を有している唯一の団体であり、本業務に必要な上記能力を有
するものは、（財）道路産業開発機構をおいて他にない。以上
により、上記法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6388
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

平成１７年度淀川水系総合土砂
管理対策業務

神矢　　弘　淀川ダム統合管理
事務所　大阪府枚方市山田池北
町１０－１

平成17年12月5日 26,500,000

総合的な排砂技術・工法の選定を行うには、ダム堆砂量の経
年的なデータを用いた堆砂特性の分析や、効率的な堆砂対策
手法について 新技術を含めた比較検討を行う必要があるた
め、「経年的ダム堆砂量ＤＢ」および「ダム堆砂対策手法ＤＢ」を
用いることが必要不可欠である。ＷＥＣが保留するこれらのＤＢ
は、長期間にわたる調査・研究の実績の中から構築されたもの
であり、その情報量、精度の面で唯一信頼のおけるものであ
る。
また、高度な専門的知識及び 新情報、関連技術に関する豊
富な知識・経験を有する学識経験者とのネットワーク、進展途
上の情報技術を政策検討として公平・中立的な立場で比較評
価を行うなどの必要がある。ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊
富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由から本業務
の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6389 （社）道路緑化保全協会
平成１７年度道路緑化技術検討
業務（一式）

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年7月28日 8,085,000

本業務の遂行においては、道路緑化技術の高い専門知識を有
するばかりでなく造園工学・道路工学・環境工学等の複数の専
門的分野からの総合的な判断が不可欠である。
　また、良好な沿道環境の創造や地球温暖化の防止等を図る
ために、道路緑化推進や緑地管理計画の立案など道路緑化全
般に関する行政的視野に立った高度な知見と技術的判断力が
必要である。
　当該法人は、道路と環境との調和を考究し、道路に関する緑
化の推進と緑地の保全を通じて、良好な道路環境の創造を図
り、もって健康で文化的な国民生活の向上に寄与することを目
的として設立されている。これまでに、道路及びその周辺の緑
化、修景並びにこれらの事業により創出される緑地の維持管
理に関する調査研究や道路の緑と環境に関する計画、管理及
び技術指針などの検討業務を多数行っており、本業務に求め
られる高度な知見と技術的判断能力を有している。
　本業務の遂行に必要な上記条件を満たす知見、技術、経験
を併せ持つものは、同法人以外にはないことから、社団法人道
路緑化保全協会と随意契約を行うものである。（会計法第２９
条の３第４項）

問題があるもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

としたもの

6390 （株）武揚堂
紀勢線（白浜・すさみ間）パンフ
レット作成業務（一式）

黒谷　努　紀南河川国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１４２

平成18年2月9日 7751100

　本業務は、標準プロポーザル方式（総合評価型）により技術
提案書を提出させ、入札契約委員会において評価された結
果、当該業者が取組姿勢において他社より優れ　ていたので
特定された。よって、下記根拠法令に基づき随意契約を行うも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

問題があるもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

としたもの

6391
（財）建設業情報管理セン
ター

建設業情報管理システム電算処
理業務

藤本貴也　近畿地方整備局　大
阪府大阪市中央区大手前１－５
－４４

平成17年4月1日 5,037,355

　本業務は、建設業許可事務等を行う国土交通省（地方支分
部局及び沖縄総合事務局）及び都道府県（以下「許可行政庁」
という。）が、同一のデータベースに自らが許可した建設業者に
係る技術者等のデータを登録することで、
①　建設業者間における技術者の名義貸し等を防止する
②　建設業者の許可情報等を許可行政庁間で共有する
ことにより、建設業者に対する指導監督業務を適正に行う
こと等を目的とするものであり、すべての許可行政庁が同一の
システムを活用して行う必要がある。
　左記財団法人の建設業情報管理システムは、上記目的のた
めに、国土交通省及び４７都道府県が取り決めの上構築され
たシステムであり、左記財団法人を唯一の契約先とせざるを得
ない。（会計法第２９条３第４項）

その他のもの － 単価契約

6392 北陸電力（株） 電気料
中村　甚一　九頭竜川ダム統合
管理事務所　福井県大野市中野
２９－２８

平成17年4月1日 12,562,481

光熱水料（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6393 （財）神戸市都市整備公社
三宮監督官詰所駐車場賃貸借
料

新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年4月1日 1,440,000

賃貸借駐車場の貸与者（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －

6394 （財）神戸市都市整備公社 三宮監督官詰所賃貸借料
新　一真　兵庫国道事務所　神
戸市中央区波止場町３－１１

平成17年4月1日 9,353,052

賃貸借事務所の貸与者（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの －



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
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6395 （社）中国建設弘済会 国土管理技術検討業務
望月　常好
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年6月29日 2,940,000

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的として設
立された法人であり、管内の河川・ダム管理、道路管理に関す
る業務を行い、管内の国土管理に関する豊富な経験を有し、現
状も十分に把握している。

また、中国地方整備局管内で実施される新技術活用事業に
ついて、その適用性や活用の効果等に関する調査を継続的に
実施してきているとともに、新技術の開発・普及のため、管内の
地域特性を踏まえ産学の技術開発・研究に対して支援事業を
行う等、国土管理に関する技術に精通した専門的知識を有して
いる。

本業務の実施にあたっては、多くの者からの技術、情報等の
収集を必要とする公共性の高い業務であり、今後の中国地方
の産学官連携をはじめとした国土管理技術のあり方について
総合的に検討するために必要な経験と専門的知識が不可欠で
ある。

（社）中国建設弘済会は、本業務において必要とされる諸条
件すべてを満たしていることから、本業務を履行できる唯一の
機関である。

よって、会計法２９条の３第４項並びに予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により上記法人と随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があ
るもの

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

6396 （社）中国建設弘済会 工事検査補助業務
望月　常好
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年6月16日 5,880,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6397 （社）中国建設弘済会 道路行政情報整理検討業務
望月　常好
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年5月16日 17,010,000

　 （社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の推
進に寄与することにより、国土開発の発展に資することを目的
に設立された公益法人であり、中国地方の各県に支部を持ち、
中国地方の現地状況に精通しているとともに、道路行政に関わ
る専門的知識を十分に有している。
　また、関係技術職員に対して研修等を実施する等職員教育
にも努めている。
　本業務は、国民から寄せられる道路行政に対しての意見、要
望や苦情など様々な問い合わせに対し、適切に対応する特殊
な業務であり、道路行政の政策や調査・計画から管理までの道
路行政の全般的な知識及び経験を必要とする。
　（社）中国建設弘済会は、本業務において必要とされる諸条
件を全て満たしている唯一の機関である。
  よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6398 （社）中国建設弘済会
平成１７年度建設副産物実態調
査業務

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年8月23日 19,950,000

　（社）中国建設弘済会は、「建設行政の推進と建設事業の推
進に寄与することにより、国土開発の発展に資すること」を目的
として、民法３４条の規定に基づき、建設大臣の許可を得て設
立された社団法人である。上記法人は、これまで中国管内の建
設事業についての行政上の豊富な知識と経験を持っている。ま
た、中国地方５県に１０の本支部室を設置しており、豊富な知
識と経験を持つ人材を有している。
　本業務の実施にあたっては、建設リサイクルの現状に関して
事業全般に係る行政上の豊富な知識と経験を有するとともに、
中国地方５県の現地の状況等に精通していることが必要であ
り、上記法人が本業務を遂行できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6399
（社）中国地方総合研究セン
ター

旅行者に親切な観光案内等検
討業務

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成18年2月27日 4,588,500

  本業務の遂行にあたっては、中国地方における様々な観光
調査・観光計画・観光振興に関する実施プラン策定等に関する
経験や、各地域の地域振興に関する様々な事例の蓄積など中
国地方における地域振興計画及びその実践プラン策定に関す
る知見を有するのみならず、国土交通省が取り組む「観光地域
づくり実践プラン」について熟知していることが必要不可欠であ
る。
　社団法人中国地方総合研究センターは、「社会経済、地域開
発に関する調査研究を行い、中国地方の開発と産業振興に寄
与すること」を目的に設立された公益法人であり、中国地方の
社会経済及び総合開発に関する調査研究を行っている実績が
あることから、地域づくり・観光振興に関する広範な知識や経験
を有している。また、過去において「観光を活かした地域空間づ
くり計画検討業務」、「観光を活かした地域空間づくり実施検討
業務」及び「地域特性・観光戦略等に基づく広域的案内板及び
標識の整備に関する検討業務」を行った実績があることから
「観光地域づくり実践プラン」についても詳細を熟知しており、本
業務を的確かつ円滑に履行できる唯一の法人である。よって、
会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号により、随意契約を行うものである

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの
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6400 （財）国土技術研究センター
設計業務委託等に関する諸経
費動向調査
業務

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年8月19日 1,948,800

　本業務は、様々な業務業種の諸経費等について調査・解析
するものであるが、過去の調査結果を踏まえ統一的な解析を
行う必要があり、また、業務の性格から迅速かつ計画的に実施
することが必要である。さらにその解析結果が業務積算基準の
諸経費率設定の根拠となることから、業務諸経費の調査・解析
に関する豊富な経験と専門的な知識が必要であるとともに、中
立性、公平性の確保が必要である。
　（財）国土技術研究センターは、「わが国における建設技術発
展の支柱となり、国と社会が要請する新しい建設技術に関する
調査研究を総合的、かつ、効果的に行うとともに、新しい建設
技術の活用と普及を行うことにより、建設技術水準の向上を図
り、もって国民福祉の向上に寄与すること」を目的として設立さ
れた法人である。
　上記法人は、これまで、河川、道路、都市の整備に係わる計
画、工事の設計・積算等に関する調査、研究を行うとともに、
産・官・学からなる土木工事積算研究委員会を設立しているな
ど設計業務に関する専門的な技術力と豊富な知識、経験、及
び体制を有している。
　本業務の実施にあたっては、業務諸経費の調査・解析に関す
る専門的技術を有するとともに、中立かつ公平な立場での調
査、解析を行う必要があることから、上記法人が本業務を遂行
できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
１０２条の４第３号を適用し、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

6401 （財）国土技術研究センター
公共事業コスト構造改革フォ
ローアップに関する検討業務

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年11月1日 36,750,000

　本業務の実施にあたっては、建設技術分野に関する 新技
術や技術情報、広範な情報収集能力と総合的な技術力、およ
び公共事業の業務プロセスに関する専門的知識や経験が必要
不可欠であり、これまでのコスト縮減に係わる取り組みや施策
上の課題を網羅的に踏まえた豊富な経験と専門知識及び高度
な技術が求められる。
　（財）国土技術研究センターは、「わが国における建設技術発
展の支柱となり、国と社会が要請する新しい建設技術に関する
研究開発を総合的、かつ、効果的に行うとともに、新しい建設
技術の活用と普及を行うことにより、建設技術水準の向上を図
り、もって国民福祉の向上に寄与すること」を目的に設立された
公益法人である。
　上記法人は、単一の専門分野に限定されない多領域な課題
に対して、総合的、横断的、長期的な観点から調査研究を実施
しており、公共工事実施の迅速化、設計ＶＥの効率化、工事コ
ストに関する調査・検討等のコスト縮減に関連する業務を継続
的に実施し、多様化する公共事業環境で蓄積した業務実績に
基づく建設マネジメントに関する専門的かつ高度な情報と豊富
な知識と経験を有している。
　本業務は、公共事業コスト構造改革フォローアップ資料等の
解析及び的確な事業プロセスの構築検討を行うものである。上
記法人は、公共工事のコスト分析を総合的に支援できるととも
に、専門的かつ高度な建設マネジメント技術を有していることか
ら、本業務を遂行出来る唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6402 （財）道路保全技術センター
統合道路管理情報センター支援
業務（一式）

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年8月31日 8,704,500

本業務は、中国地方整備局において、各種基盤ツールを活用
した道路管理の体制支援として、「統合道路管理情報センター
（仮称）」設置の位置づけ、役割等について検討を行うものであ
る。本業務は、道路情報の収集から提供、管理にわたる情報
管理についての調査検討を行う業務であり、道路管理上の行
政判断を伴う道路保全を中心とする土木技術（以下、「保全技
術」という）及び、これらに関する固有の知見、専門的な経験と
知識が必要な特殊な業務である。
また、業務の特性から中国地方整備局における道路情報管理
の実態について精通するとともに、全国的な運用状況を把握し
ていることが求められる。
（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調
査・研究、診断、技術開発、システム開発整備、技術の指導、
情報の収集整理及び提供を行うことにより効率的かつ合理的
な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に
貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的として設立され
た公益法人で、統合道路管理情報センターの運用検討並びに
運用支援の　業務実績があり、道路保全について専門的かつ
高度な技術力を有している。
上記法人は、本業務での対象である統合道路管理情報セン
ターの運用支援業務をはじめ、現在運用中の道路管理関係情
報システムの開発、改良を継続的に実施し、システムの構成を
熟知しており、本業務を遂行できる唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6403 （財）道路保全技術センター 道路施設管理検討業務（一式）
甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年8月25日 6,447,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠。よって、会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により、上記法人と随意契約を行うものである

18年度以降におい
て当該事務・事業
の委託等を行わな
いもの

－



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6404 （財）道路保全技術センター
路上工事縮減対策会議他支援
業務（一式）

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年9月20日 4,935,000

本業務は、一般利用者の路上工事に対する意識調査結果をも
とに、管内各県において実施するブロック会議や管内全体会議
の資料作成などの運営支援を行う業務であり、路上工事縮減
に向けた取組に関する専門的な経験と道路管理上の行政的な
知識が必要となる特殊な業務である。
また、業務の特性から中国地方整備局における道路工事の実
態について精通するとともに、全国的な取組状況を把握してい
ることが求められる。
（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調
査・研究、診断、技術開発、システム開発整備、技術の指導、
情報の収集整理及び提供を行うことにより効率的かつ合理的
な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に
貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的として設立され
た公益法人で、路上工事縮減対策検討の業務実績があり、路
上工事縮減　に関する専門的かつ高度な技術力を有している。
上記法人は、本業務での対象である路上工事縮減対策の検討
業務をはじめ、道路管理に関する委員会の運営に数多く携わ
るなど委員会の運営支援にも豊富な実績を有しており、本業務
を遂行できる唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6405 （財）道路保全技術センター
トンネル補修工法に関する検討
業務

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年11月25日 9,870,000

本業務の実施にあたっては、トンネルの健全度評価や各種対
策工法に関する専門的な調査・設計技術と、道路保全に関す
る豊富な情報、専門知識および業務経験を必要とする。
財団法人　道路保全技術センターは、「道路保全の技術に関す
る調査研究・開発、技術の指導及び道路保全に関するシステ
ムの開発・整備をおこない道路交通の安全と円滑化に貢献し、
国民生活の向上に寄与する」ことを目的として設立された公益
法人である。トンネルについては、「道路トンネル点検・補修の
手引き」の編集、「トンネルデータベースシステム」を開発・保有
し、トンネル健全度評価・補強方法の調査研究に関する業務を
多数実施する等、豊富な経験・技術を有している。さらに、学識
経験者からなる「道路防災ドクター制度」の運営をおこなってい
る。
本業務は、トンネル維持管理方針の統一や効率化を目的とし
た検討を行うものである。実施にあたり上記補修の手引き、
データベースシステムを使用して業務をおこなう必要がある。ま
た、必要により防災ドクターの活用が可能であるとともに、トン
ネル補修・補強に関する豊かな経験と専門的な知識を有してい
ることから本業務を遂行できる唯一の機関である。
よって、会計法第２９条３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条４第３号により随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6406 （財）道路保全技術センター
道路附属物の合理的点検体系
の検討業務

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年12月21日 12,600,000

本業務の実施にあたっては、道路附属物の維持管理に関する
専門的な知識や管理者の視野に立った行政的な知識が必要
不可欠であるとともに膨大な点検対象施設を管理する道路管
理データベース（MICHI）に精通している必要がある。
財団法人　道路保全技術センターは、「道路保全の技術に関す
る調査研究・開発、技術の指導及び道路保全に関するシステ
ムの開発・整備をおこない道路交通の安全と円滑化に貢献し、
国民生活の向上に寄与する」ことを目的として設立された公益
法人で、平成11年度から「道路附属物の点検・対策マニュアル
（案）」の作成を目的として国土交通省道路局及び学識経験者
による委員会の事務局を運営してきており、マニュアルの作成
にも関与してきた。また、その後に実施された試行点検のとりま
とめや、フィールドテストの実施も担当してきた経緯がある。ま
た、MICHIの管理・運営にも当初から携わっており、その構造お
よび活用について熟知している。さらに、学識経験者からなる
「道路防災ドクター制度」の運営をおこなっている。
本業務は、「道路附属物（標識、照明施設等）の点検要領
（案）」をより効率的かつ適切に実施することを目的とした検討
を行うものである。実施にあたり「道路附属物（標識、照明施設
等）の点検要領（案）」を熟知していることが必要不可欠である。
また、必要により防災ドクターの活用が可能であるとともに、道
路附属物に関する豊かな経験と専門的な知識を有していること
から本業務を遂行できる唯一の機関である。
よって、会計法第２９条３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条４第３号により随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6407 （財）道路保全技術センター 被災履歴ＤＢシステム検討業務
甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年12月26日 9,418,500

本業務の実施にあたっては、被災履歴ＤＢシステムの開発等に
関する専門的な知識と、公正なデータ収集・分析能力及び道路
保全に関する豊富な情報、専門知識および業務経験を必要と
する。
財団法人　道路保全技術センターは、「道路保全の技術に関す
る調査研究・開発、技術の指導及び道路保全に関するシステ
ムの開発・整備をおこない道路交通の安全と円滑化に貢献し、
国民生活の向上に寄与する」ことを目的として設立された公益
法人である。被災履歴ＤＢシステムについては、平成１５年度に
システムの基盤を構築し、平成１６年度に被災履歴情報の蓄積
等を行っており、本システムを保有するとともに、システムに関
する豊富な経験・技術を有している。
本業務は、被災履歴ＤＢシステムの改良を目的とした検討を行
うものである。（財）道路保全技術センターは、本システムに精
通した知識・技術力を有するとともに、本システムと連携するシ
ステム（統合型ＭＩＣＨＩ・防災カルテＤＢ・被災履歴ＤＢシステム
等）の開発を手掛け、本業務の履行に必要な条件、要素を全て
満足する唯一の機関である。
よって、会計法第２９条３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条４第３号により随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6408 （財）道路保全技術センター
「道の駅」防災活用に関する検
討業務

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年8月19日 9,082,500

 本業務では、「道の駅」の各種機能に合わせ、新たな「道の駅」
の施策の方向性を見いだすため、新潟県中越地震で「道の駅」
が防災拠点として重要な役割・機能をはたした先進事例の各種
データ及び貴重な経験等に基づき適切に行うことが求められて
いる。（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関す
る調査研究、開発等に関する事業を行い、効率的かつ合理的
な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に
貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的に設立された公
益法人である。また、上記法人は、これまで「道の駅」相互連
携、施設の利用促進、地域振興を図ることを目的に設立された
全国「道の駅」連絡会事務局を務め、中国地方並びに全国の
「道の駅」の現状を熟知するとともに専門的かつ高度な技術力
を有している。本業務の実施に当たっては、豊富な情報収集
力、専門的知識、並びに実務経験を有するものが、防災活用
の方向性について検討を実施することが必要である。（財）道
路保全技術センターは、「道の駅」に関する各種資料を保有し
ているとともに、上記の実務経験を有しており、本業務を遂行で
きる唯一の機関である。よって、会計法第２９条の３第４項、及
び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号を適用し随意契約
を行うものである。･

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6409 （財）道路保全技術センター
道路不感地対策等に関する調
査検討業務

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成18年1月23日 6,930,000

本業務の実施にあたっては、単に携帯電話の不感地を調査す
るだけではなく、当該区間に関する多種多様な情報（トンネル
等級、事故発生状況等）から、今後の道路維持管理業務高度
化のための不感地対策の優先度を評価し、施策の立案を行う
などの成果が求められる。
優先度を評価するにあたっては、ＭＩＣＨＩシステム、被災履歴Ｄ
Ｂシステムを活用し、道路現況状況の把握、災害発生履歴等
の整理を行うことが重要である。
（財）道路保全技術センターは、「道路保全の技術に関する調
査研究、開発、技術の指導及び道路保全に関するシステムの
開発・整備を行い道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民の
生活向上に寄与する」ことを目的として設立された公益法人で
ある。特に、 近では道路防災総点検要領の検討、被災履歴
情報管理、防災カルテ情報管理、災害時情報収集についての
システム検討といった実績があり、道路防災を中心とした道路
維持管理に関する内容を熟知している。また、ＭＩＣＨＩシステ
ム、被災履歴ＤＢシステムを開発、所有、管理を行っている。
本業務を遂行する者は、道路の維持管理・情報管理など、道路
管理全般に係わる多くの知識を有し、道路の巡回、道路施設
の各種点検、道路管理データベースの構築など道路管理の効
率化・情報化に係わる業務経験を豊富に有していることが必要
である。上記法人は、これらの条件を満たすとともに、道路防災
情報を扱うデータベースシステムを開発し、ＭＩＣＨＩシステム、
被災履歴ＤＢシステムを保有しており、本業務を遂行できる唯
一の機関である。
よって、会計法第２９条３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条４第３号により随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6410
（財）日本建設情報総合セン
ター

監督支援システム検討業務
甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年10月12日 19,740,000

　本業務では、多様化する公共事業の執行に係る情報に関し
てＩＴを活用したデータの標準化と共有・有効利用を図るＣＡＬＳ
／ＥＣ及び業務執行プロセス全般における効率化、合理化、省
力化を図るための豊富な経験と専門知識及び高度な技術が求
められる。
　（財）日本建設情報総合センターは、「建設事業の円滑な執行
に資する情報システムの調査研究を行い、これを広く普及する
とともに、建設情報の提供を行うことにより、建設技術の向上、
建設事業の効率化、国土の安全かつ有効利用の促進を図り、
もって国民生活の高度化及び経済の活性化に資すること」を目
的に設立された法人である。上記法人は、建設情報の連携方
式の標準化、情報共有に係わるシステムの構築や全国共通シ
ステムである建設副産物・建設発生土情報交換システムの開
発を行っているとともに、ＣＡＬＳ／ＥＣに関する「建設情報標準
化委員会」を設置し、ＣＡＤデータの高度利用に関する業務を継
続的に実施する等、多様化する公共事業環境で蓄積した業務
実績に基づく建設情報システムに関する専門的かつ高度な情
報と豊富な知識と経験を有している。
　本業務は、工事監督業務等の効率化及び工事目的物の品質
の向上を図るものであり、本業務の実施に当たっては、建設分
野の情報化を総合的に支援できるとともに、専門的かつ高度な
情報技術を有している必要があることから、（財）日本建設情報
総合センターが本業務を遂行できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

6411
（財）日本建設情報総合セン
ター

ＣＡＬＳ／ＥＣ（ＣＡＤデータ交換
標準開発）整備検討業務

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年11月22日 129,150,000

　本業務では、多様化する公共事業の執行に係る情報に関し
てＩＴを活用したデータの標準化と共有・有効利用を図るＣＡＬＳ
／ＥＣにおけるＣＡＤデータ交換標準の高度利用及び業務執行
プロセス全般における効率化、合理化、省力化を図るための豊
富な経験と専門知識及び高度な技術が求められる。
　（財）日本建設情報総合センターは、「建設事業の円滑な執行
に資する情報システムの調査研究を行い、これを広く普及する
とともに、建設情報の提供を行うことにより、建設技術の向上、
建設事業の効率化、国土の安全かつ有効利用の促進を図り、
もって国民生活の高度化及び経済の活性化に資すること」を目
的に設立された法人である。
　上記法人は、建設情報の連携方式の標準化、情報共有に係
わるシステムの構築や開発を行っているとともに、ＣＡＬＳ／ＥＣ
に関する「建設情報標準化委員会」を設置し、ＣＡＤデータの高
度利用に関する業務を継続的に実施する等、多様化する公共
事業環境で蓄積した業務実績に基づく建設情報システムに関
する専門的かつ高度な情報と豊富な知識と経験を有している。
　本業務は、ＣＡＤデータ交換標準の高度利用の継続的な実施
に向けた検討を行うものであり、本業務の実施にあたっては、
建設分野の情報化を総合的に支援できるとともに、専門的知
識かつ高度な技術を有している必要があることから（財）日本
建設情報総合センターが、本業務を遂行できる唯一の機関で
ある。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6412
（財）日本建設情報総合セン
ター

入札公告等作成支援システム等
改良業務

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成18年2月20日 11,970,000

　本業務では、一般競争入札方式の拡大に対応するための改
良を行うと共に、別途更新する新サーバ環境での既存のシステ
ムの動作検証を行った上で、ＰＰＩに正しく掲載される仕組みを
構築し基幹データベースであるＰＰＩと連携するシステム環境に
精通し、確実な信頼性を確保している必要がある。
　（財）日本建設情報総合センターは、「建設事業の円滑な執行
に資する情報システムの調査研究を行い、これを広く普及する
とともに、建設情報の提供を行うことにより、建設技術の向上、
建設事業の効率化、国土の安全かつ有効利用の促進を図り、
もって国民生活の高度化及び経済の活性化に資すること」を目
的に設立された法人である。上記法人は、ＰＰＩ及びシステムを
開発初期より参画・運営しており、ＰＰＩにおいては、平成１３年
度から平成１７年度に渡り「入札情報サービス運用支援業務」
を実施している。また、CALS/EC、CORINS、TECRIS等の建設
情報の高度化を実施してきており、建設分野の情報システムに
関して専門的な技術力を有している。
　本業務の実施に当たっては、ＰＰＩ及びシステムに精通し、稼
働上の特性等を熟知していることが必要であり、（財）日本建設
情報総合センターは、開発初期よりＰＰＩ及びシステムに関する
プログラムの詳細及びシステム稼働上の特性、過去の障害履
歴及びプログラムの修正経緯を熟知し豊富な経験と専門知識
を有していると共に、プログラム及びドキュメントについて著作
者人格権を有していることから、上記法人が本業務を遂行でき
る唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

6413 （社）建設電気技術協会
電気通信施設障害対応基準検
討業務

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年11月25日 4,725,000

本業務の遂行には、各種電気設備、通信設備及び情報システ
ム設備の広範囲に渡る建設行政の知識や経験及び、本基準を
作成するためには公平性を有する者でなければならない。本法
人は、河川、道路等に係る電気通信技術に関して国内外に於
ける電気通信分野の調査研究等を行い、建設行政の効率化を
図り、国土開発の推進と経済の発展に寄与することを目的に設
立された法人であり、これまで国土交通省多重無線設備等、各
種設備の標準仕様書、電気通信設備工事共通仕様書等の作
成及び改訂にも携わっているほか、過去の災害において電気
通信施設の被災状況の調査、検証及び技術基準等の改訂を
行っており、国土交通省の電気通信技術に係る建設行政に対
して豊富な業務経験及び広範囲にわたる学識、高度な専門知
識等を蓄積している唯一の法人である。よって、会計法第２９条
の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号を適用し
随意契約を行うもである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6414
（財）交通事故総合分析セン
ター

交通事故統合データベース作成
及び対策評価検討業務

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年12月26日 20,370,000

（財）交通事故総合分析センターは、道路交通法により全国に
一に限って認められる「交通事故調査分析センター」に指定さ
れており、交通事故統計データ（警察庁所管）、センサスデータ
と統合した交通事故統合データベースなど交通事故に関する
データベースを適正に保有し、これらに基づき調査分析するこ
とのできる我が国で唯一の団体であるため。よって、会計法第
２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、上記法人と随意契約を行うものである

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6415 （財）経済調査会 資材単価調査業務
望月　常好
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年4月1日 3,885,000

(財)経済調査会は、国内の一般経済、特に物価及び労働問題
の実態を実証的に調査究明し、円滑なる経済活動の推進と我
が国経済の発展に寄与することを目的に設立された財団法人
であり､当該調査会が発行している「月刊積算資料」及び「季刊
土木施工単価」は、建設資材の市況価格の情報源として、広く
一般に認知されているところである。
本業務の実勢価格調査は、上記「月刊積算資料」及び「季刊土
木施工単価」に掲載されている市況単価のうち当局が指定する
資材について、電子データとして整理するものであり、(財)経済
調査会は本データを有している唯一の法人である。
以上の理由により、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条の４第３号に基づき上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

6416 （財）建設物価調査会 建設資材単価調査業務
望月　常好
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年4月1日 3,675,000

(財)建設物価調査会は、主要都市における土木・建築等の建
設工事に関する工事費並びにこれらに要する資材の価格及び
労務費の実態を調査研究して、工事の設計及び見積り等に資
し、もって建設事業の進歩、発展に寄与することを目的に設立
された財団法人であり､当該調査会が発行している「月刊建設
物価」及び「季刊土木コスト情報」は、建設資材の市況価格の
情報源として、広く一般に認知されているところである。
本業務の実勢価格調査は､上記「月刊建設物価」及び「季刊土
木コスト情報」に掲載されている市況単価のうち当局が指定す
る資材について、電子データとして整理するものであり、(財)建
設物価調査会は、本データを有している唯一の法人である。
以上の理由により、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条の４第３号に基づき上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

6417 （財）河川情報センター 危機管理演習検討業務
甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年8月5日 22,260,000

自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理
を行えるようにするためには、シナリオのない状況の中で臨機
の判断等の対処能力を向上させるための訓練が不可欠であ
る。
ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプ
レーヤーに分かれ、コントローラーから付与される状況に応じ
てシナリオを知らされていないプレーヤーがその場で判断し行
動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法
である。
当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について
著作権を有している。また、災害対応について、経験と代替性
のない特定の知識等を有する演習実施組織を擁する唯一の者
である。よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

①一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１１，０９４千円　平
成19年度以降一部一
般競争入札に移行）
②随意契約によらざ
る得ないもの（１１，１
６６千円）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6418 国土環境（株）
斐伊川流総基本方針策定調査
業務

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年11月24日 17,745,000

  斐伊川流総については、島根県が平成１３年度に策定済み
で、鳥取県は未策定の状況であるが、島根県の流総計画につ
いて、環境大臣が同意するにあたって、「第３期湖沼水質保全
計画との整合を図り、早期に計画の見直しが図られるよう」意
見が付されたことにより、中国地方整備局で斐伊川流総の基
本方針見直しに着手することとなった。
  斐伊川水系にある宍道湖・中海に係る湖沼水質保全計画に
ついては、鳥取島根両県が平成１６年度に第４期湖沼水質保
全計画を策定したところである。
　水質汚濁解析を行うにあたり、斐伊川水系には宍道湖及び中
海という全国的にも希少な「汽水湖」が連なる形で存在するた
め、その特殊な地形条件からくる複雑な水象現象を再現する必
要がある。
　第４期湖沼水質保全計画で使用された水質予測モデルは、
第１期湖沼水質保全計画を策定する際に、鳥取島根両県が費
用を負担し、学識経験者等有識者の指導・助言のもと、上記業
者に委託し構築されたものを改良した全国で唯一のモデルであ
り、本業務の実施にあたっては、この水質予測モデルを使用す
ることが 良である。
　このモデルを使用して業務を行う場合、このモデルを構築し、
各期ごとにその都度モデルの改良にたずさわっている上記業
者が、その内容に精通した唯一の業者であり、効率的かつ迅
速な対応が可能である。
　以上のことから、本業務を確実かつ円滑に履行できるのは、
鳥取島根両県の委託を受けて、湖沼水質保全計画のモデルを
構築し、その内容に精通するとともに、そのシステムを保有して
いる上記業者をおいて他にはない。よって、会計法第２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意
契約を行うものである。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6419
（社）河川ポンプ施設技術協
会

管内排水設備の長期整備計画
策定業務

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年12月19日 19,950,000

本業務は、耐用年数を迎える管内全ポンプ設備の も効果の
高い維持管理・更新計画のとりまとめを行うものであり、揚排水
ポンプ設備や排水機場に係わる技術基準や設計指針、点検整
備要領やその策定経緯に精通する等幅広く、多くの知識と高度
な技術力が必要である。また本業務の実施にあたっては、ポン
プ設備に関する広範な情報を必要とし、これらのデータを体系
的に保有し収集する必要がある。さらに計画のとりまとめにあ
たっては、特定の技術や企業からは異なる公平かつ中立な立
場での実施が必要不可欠である。上記の条件を満たすのは当
該財団以外にない。よって、会計法第２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行う
ものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

6420 （財）国土技術研究センター
河川土工に関する技術検討業
務

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年10月18日 19,950,000

基準作成に関わる業務であり、従前までの検討経緯の把握、
全国的な事例に関するデータの保有、学識者とのネットワーク
の他、中立性・客観性が不可欠であり、競争入札にはなじまな
い。よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。 見直しの余地があ

るもの
一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6421 （財）河川環境管理財団
河川における市民連携推進方
策検討業務

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年12月26日 18,375,000

本業務の遂行にあたっては、河川における市民連携の実態に
精通しているとともに、水辺や河川空間を利用し、河川に関わ
る活動を行っている地域や市民がもっている河川管理に関する
情報や市民団体等の活動分析及び治水機能の維持、環境保
全、地域特性等を取り入れた河川行政を総合的にマネージメン
トするための専門的かつ豊富な情報、知識を有していることが
不可欠である。
　上記財団は「河川環境の整備と保全及び河川利用に関する
総合的な調査研究、河川愛護思想の普及啓発活動、河川環境
教育の推進、河川美化の推進を図ることにより、水と緑豊かで
かつ安全な河川環境を次世代に引き継いでいくこと」を目的とし
て設立され、河川環境に関する豊富な知識と経験を生かし、河
川環境の整備、水環境の保全、河川環境教育の推進等、地域
に親しまれる川づくりに積極的に取り組んでいるほか、河川に
おける市民活動の状況把握・紹介及び市民団体の活動を支援
するために情報交換等を行うことを目的とした掲示板を運営・
管理するなど、本業務に関連する市民団体との交流の普及・
啓発等の取り組みを継続的に実施し、河川における市民連携
に関する専門的かつ高度な情報と豊富な知識と経験を有して
いる。
　本業務は、河川における市民連携推進方策について検討を
行うものである。上記法人は、河川における市民連携方策に関
する豊富な経験と専門的な知識を有していることから、本業務
を遂行できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
(H19年度以降総合評
価による一般競争に
移行）

6422 （財）河川情報センター 河川情報精度向上検討業務
望月　常好
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年4月1日 32,445,000

当該財団は河川情報提供システムの著作権を有している。ま
た、システムの開発者として、大量の河川情報を提供する河川
情報システムについて代替性のない特定の知識等を有してお
り、常時稼働する必要があるシステムに異常が発生した場合に
おいても緊急対応能力を有している。さらに、災害時の危機管
理として、24時間365日のデータ監視体制を構築して精度の高
い監視業務を実施するとともに、県や市町村などからの問い合
わせにも対応しており、大量の河川情報の監視について代替
性のない特定の知識等を有しており河川情報の監視、精度向
上ができる唯一の者である。よって、会計法第２９条の３第４項
及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契
約を行うものである。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6423 （財）河川情報センター
レーダ雨量計全国合成システム
精度向上検討業務

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年11月22日 219,660,000

当該財団は、レーダ雨量計の合成プログラム（特許出願中）に
ついて著作権を有しているシステムの開発者として、当該合成
システムについて、代替性のない特定の知識等を有しているた
め、レーダ雨量計全国合成の精度向上ができる唯一の者であ
る。よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。 その他のもの

－
(随意契約によらざる
を得ないもの)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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6424 （財）河川情報センター
統一河川情報システム流域界設
定検討業務

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年12月20日 9,030,000

当該財団は、統一河川情報システムの著作権を有している。ま
た、システムの開発者として、大量の河川情報を提供する統一
河川情報システムについて、代替性のない特定の知識等を有
している。当該財団は統一河川情報システムの定数設定等の
改良ができる唯一の機関である。よって、会計法第２９条の３第
４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意
契約を行うものである。 その他のもの

－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6425
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度河川水辺の国勢調
査検討業務

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年12月1日 126,945,000

本業務の遂行にあたっては、全国の河川における生物種の確
認状況や生息・生育場の状況等に関する情報が必要不可欠で
あるが、これらに関するデータを体系的に有するのは当法人が
唯一である。また、これらには絶滅の危機に瀕する動植物等の
情報が含まれていることから、漏洩による乱獲を厳に防止する
必要があり、公益性を有する当法人が高い秘匿性をもってデー
タの管理を行っており、他にこのような要件を満たす者はいな
い。よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6426
（財）リバーフロント整備セン
ター

多自然型川づくり推進方策検討
業務

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年10月18日 54,705,000

本業務の遂行にあたっては、全国の河川における生物種の確
認状況や生息・生育場の状況等に関する情報が必要不可欠で
あるが、これらに関するデータを体系的に有するのは当法人が
唯一である。また、これらには絶滅の危機に瀕する動植物等の
情報が含まれていることから、漏洩による乱獲を厳に防止する
必要があり、公益性を有する当法人が高い秘匿性をもってデー
タの管理を行っており、他にこのような要件を満たす者はいな
い。よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6427
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

ダム・堰管理業務高度化検討業
務

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年12月15日 7,980,000

ダム・堰管理業務の高度化のためのマニュアル作成において
は、全国の様々な所管ダムにおける創意工夫事例を基に、管
理技術の高度化検討を行う必要があるため、「ダム・堰管理業
務における創意工夫事例ＤＢ」を用いることが必要不可欠であ
る。ＷＥＣが保有するこのＤＢは、長期間にわたる調査・研究の
実績の中から構築されたものであり、その情報量、精度の面で
唯一信頼のおけるものである。
また、関係する学識経験者等のネットワークを生かした情報収
集能力、また特定の知識・経験・能力を有し、行政上の政策課
題として公平・中立の立場で評価した検討を行う必要がある。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を
有しており、上記の理由から本業務の目的を達成できる唯一の
機関である。よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6428
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

流況の変動による河川環境検討
業務

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年12月26日 9,072,000

ダム下流河川における環境の改善検討にあたっては、下流の
減水区間の流量やダムの放流方法と、濁度等水質データや魚
類の生息密度等との関連解析が必要であり、ダム下流環境改
善事例DBやダム諸量DB、経年的水質DB、河川水辺の国勢調
査「ダム湖版」DBを利用することが必要不可欠である。WECが
保有するこれらのDBは、長期間におけるダム下流環境改善の
調査研究や、フォローアップ、国勢調査の分析評価・研究実績
から構築されたものであり、その情報量、精度の面で唯一信頼
のおけるDBである。さらに、適切な河川環境改善のためには、
関係する学識経験者等の協力のもとに、高度な知識及び 新
の情報を蓄積していく必要があるとともに、全国的な広範な知
見のもとに、行政上の政策評価として、中立かつ公平な立場
で、統一的に検討する必要がある。ＷＥＣは、専門的な知識・情
報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記の理由から
本業務の目的を達成できる唯一の機関である。よって、会計法
第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

6429 （独）都市再生機構 平成１７年度都市開発事業調査
甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年9月7日 19,057,500

　本業務の遂行にあたっては、創設されたばかりのまちづくり交
付金制度に精通し、まちづくりの幅広い観点からの活用方策に
ついて知見・経験を有するとともに、全国の都市再生整備計画
事例に関する幅広い知識を有し、都市再生整備計画策定に向
けて適切な助言ができることが必要不可欠である。
独立行政法人都市再生機構は、当該交付金制度の根拠法で
ある都市再生特別措置法第六十二条において、市町村の委託
に基づき、都市再生整備計画の作成に関する業務および都市
再生整備計画に基づく事業の促進を図るために必要な調査等
の業務を行うことができる旨規定されている唯一の機関で、当
該交付金制度について精通している団体である。
またこのことに加え、都市再生整備計画関連業務の受注実績
を有し、全国地方都市におけるまちづくりの動向について精通
しており、中心市街地活性化及び、市街地開発事業(再開発事
業・区画整理事業など)に係るノウハウを有しているため、本調
査を遂行することが可能である。
本交付金制度が創設されて間もない現時点において、本制度
の制度内容のみならず政策的意図を的確に理解し、市町村へ
の助言活動を中心にして都市再生整備計画の策定支援を行う
ための必要な知識・経験を有する者は同機構しか存在せず、
他の団体は契約の相手方となり得ないことから、独立行政法人
都市再生機構と委託契約しようとするものである。よって、会計
法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号により、上記法人と随意契約を行うものである

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6430
（社）中国地方総合研究セン
ター

中国地方開発促進計画に関す
る調査検討業務

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成18年1月12日 7,434,000

　本業務では、中国５県全域に渡る各種情報に熟知していると
ともに、中国地方開発促進計画（四次）の内容及び推進状況に
ついて把握し、かつ、その問題点及び分析について精通してい
ることが必要である。また、有識者等へのヒアリング内容を現
計画の重要課題からとりまとめることから、幅広い行政分野の
情報に精通し、中国地方の様々な分野の地域振興に関する多
彩な人的ネットワーク等の豊富なデータを保有してることが必
要不可欠である。
　社団法人中国地方総合研究センターは、「社会経済、地域開
発に関する調査研究を行い、中国地方の開発と産業振興に寄
与すること」を目的に設立された公益法人である。
　上記法人は、中国地方開発促進計画（四次）においては、計
画策定時から調査に携り、また、昨年度まで「中国地方開発促
進計画に係る進捗状況等調査」を実施し、現計画の内容及び
推進状況について精通するとともに、現計画に関係する中国５
県域の産・学・官の分野を越えた様々な分野の地方の振興に
関する多彩な人的ネットワーク等の豊富な情報を有するなど、
国土計画・地方計画に関する分野について専門的な知識及び
豊富な経験を有している。
本業務の実施に当たっては、中国地方開発促進計画（第四次）
について、計画全般に係る専門的な知識と豊富な経験を有し、
現計画に係る有識者等の豊富な情報を有している事が必要で
あり、社団法人中国地方総合研究センターが、本業務を遂行で
きる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
代１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6431 （財）公園緑地管理財団
平成１７年度国営備北丘陵公園
維持管理業務委託

望月　常好
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年4月1日 547,098,300

国営公園の維持管理は、より多くの公園利用者が安全で快
適に公園を利用できるよう、利用者サービスや利用指導を図る
とともに、公園の質的レベルを維持・向上させ、また植物等の公
園資産を保全、増進させることを目的に行われるものである。
維持管理業務の内容は、植物管理、建物・工作物管理、清掃、
入園料徴収、巡視・保安警備、利用者指導、救急、利用促進の
ための広報・催し物など多岐にわたるが、これらの業務は密接
に関連しあうものであり、これらが一元的管理方針のもとに相
互連携を保ちつつその時々の状況に即応して行われることに
より国営公園の維持管理の目的が達せられるものである。従っ
て、本業務の委託機関にあっては、
①多岐にわたる公園の維持管理業務を総合的に実施できる経
験と能力
②公園管理者である国に代わって業務を行うことから
イ　入園料の徴収、入改札を行い得る組織の信頼性・安定性
ロ 利用者指導、警備を適切に行い得る都市公園法等関係法
令についての専門的な知識と経験
ハ 行催事等の企画・実施にあたって公共の資産としての活用
を行い得る中立性、公平性
などの資質を備えていることが求められる。

財団法人公園緑地管理財団は、「公園緑地の管理に関する
総合的な調査研究、技術開発及び公園緑地の利用促進のた
めの知識の普及ならびに国営公園等の維持管理業務を行い、
もって国民の心身の健全な発展に寄与すること」を目的として
設立された公益法人であり、国営公園の維持管理業務の受
託、公園緑地の管理運営に関する総合的な調査研究などの事
業を行っている。当財団は、平成１６年度までに全国１４箇所の
国営公園において維持管理業務を実施しており、公園管理に
関する技術的蓄積、維持管理業務に必要となる専門的な知識
と豊富な経験を有している。以上から、国に代わって国営公園
の総合的な管理・運営を適切に実施し得る主体としては、「財
団法人公園緑地管理財団」が も適当であると判断し、
会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号を適用し、同財団と契約を締結するものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入

6432 （社）中国建設弘済会 鳥取監督補助業務（一式）

安田　泰二
中国地方整備局鳥取河川国道
事務所
鳥取県鳥取市田園町4－400

平成17年4月1日 244,807,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6433 （社）中国建設弘済会 積算資料作成業務

安田　泰二
中国地方整備局鳥取河川国道
事務所
鳥取県鳥取市田園町4－400

平成17年4月1日 109,858,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6434 （社）中国建設弘済会
鳥取管内道路技術補助業務（一
式）

安田　泰二
中国地方整備局鳥取河川国道
事務所
鳥取県鳥取市田園町4－400

平成17年4月1日 37,170,000

　本業務では、設計や工事発注に関わる技術資料作成を適正
かつ迅速に行う必要があることから、設計、積算から土木工事
や道路管理に係る幅広い知識、技術力はもとより、当該業務に
ついて、豊富な経験と専門的な知識を有する技術者が必要で
ある。
　（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的として設
立された社団法人である。これまで、直轄事業における現場技
術業務などの各種業務を実施してきており、技術的資料の作
成に関する専門的な知識や技術力の蓄積、向上に努めるとと
もに、豊富な建設行政経験を有する人材を多数保有している。
　本業務の実施に当たっては、行政行為としての設計、積算か
ら土木工事や道路管理係る幅広い知識を必要とし、土木工事
に関する技術力のみならず、高度な中立性および機密性の保
持が不可欠である。（社）中国建設弘済会は、本業務において
必要とされる諸条件すべてを満たしている上に、建設行政経験
や過去の実績から信頼性・中立性及び機密保持性を有するこ
とから、本業務を遂行できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、当社団法人と随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6435 （財）道路保全技術センター
鳥取管内道路防災診断他業務
（一式）

安田　泰二
中国地方整備局鳥取河川国道
事務所
鳥取県鳥取市田園町4－400

平成17年7月21日 25,935,000

　道路法面等について、防災カルテに基づき現地の変状等を
時系列的に点検調査し、専門技術者や必要に応じ道路防災ド
クター制度の活用により災害に至る要因等の技術的診断を行
い、これらの情報を自在に検索できる防災カルテ診断システム
に登録するものであり、本業務は極めて高度な道路保全技術・
電子情報技術を同時に必要とする特殊な業務である。
　当法人は、道路保全の技術に関する調査・研究・診断、技術
開発、システム開発整備、技術の指導、情報の収集整理及び
提供を行うことにより効率的かつ合理的な保全技術の向上を
図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向
上に寄与することを目的として設立された公益法人である。ま
た、道路保全に関する同種業務の実績も多く、さらに国土交通
省が平成４年度から発足させた「道路防災ドクター制度」の運
営を当法人に委嘱している等、極めて高度な道路保全技術者
や電子情報技術者を有していること及び本業務に必要な防災
点検データベースを唯一保有しており、これらのシステムと同
等な製品を調達するには膨大な経費・時間が必要となることか
ら、本業務を実施できるのは、高度な道路保全技術と電子情報
技術の双方を有している上記法人をおいて他にない。
　従って、「会計法」第２９条の３第４項及び「予算決算及び会計
令」第１０２条の４第３号により随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6436 （財）道路保全技術センター
鳥取管内道路施設情報監理業
務（一式）

安田　泰二
中国地方整備局鳥取河川国道
事務所
鳥取県鳥取市田園町4－400

平成17年10月28日 19,267,500

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠。よって、会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により、上記法人と随意契約を行うものである

18年度以降におい
て当該事務・事業
の委託等を行わな
いもの

－

6437 （社）道路緑化保全協会
鳥取環境調和型道路検討業務
（一式）

安田　泰二
中国地方整備局鳥取河川国道
事務所
鳥取県鳥取市田園町4－400

平成17年7月25日 10,447,500

　本業務を的確に実施するためには、道路緑化に関する豊富
な経験と専門知識を有するとともに、当該砂丘地帯の飛砂、植
生及び景観等の特殊事情に精通していること及びこれらに関
する豊富な情報を保有していることが必要である。
　社団法人道路緑化保全協会は、「道路と環境との調和を考究
し、道路に関する緑化の推進と緑地の保全を通じて、良好な道
路環境の創造を図り、もって健康で文化的な国民生活の向上
に寄与すること」を目的に設立された公益法人であり、その目
的を達成するために道路緑化に関する業務の受託等を行って
いる。
　本業務の実施にあたっては、平成１２年度からの業務に携わ
り、既に実施された業務の履行にあたり参照した情報、履行の
経緯、関係者の事情等の詳細を熟知しており、本業務を遂行
可能な唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により当法人と随意契約を行うものであ
る。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6438 （社）雪センター 凍結防止技術検討業務（一式）

安田　泰二
中国地方整備局鳥取河川国道
事務所
鳥取県鳥取市田園町4－400

平成17年10月28日 8,137,500

　本業務では、現地の気象データ、地形条件等の調査、凍結防
止剤種類別塩分濃度・効果調査、気象観測機器配置検討等の
既往成果に基づき適切に行うことや道路障害発生に関する十
分な経験と高度な専門知識を持ち、路面凍結防止技術につい
て熟知・精通していることが求められる。
　（社）雪センターは、住宅・社会資本の整備に関して、雪対策
の高度化・効率化を図るための技術開発及び広範囲にわたる
調査研究を行い、地域振興と国民生活の向上に寄与すること
を目的として設立された公益法人であり、これまで凍結防止技
術調査業務や冬期路面情報収集に関する研究、取り組み等を
継続的に実施してきており、道路管理分野の冬期対策につい
て専門的かつ高度な技術力を有している。
　本業務の実施にあたっては、路面凍結防止技術への精通が
必要であり、（社）雪センターは、路面凍結防止技術について熟
知・精通した技術者、システム等を保有しており、本業務を遂行
できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、当財団法人と随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6439 （財）日本気象協会
鳥取管内冬期気象予測業務（一
式)

安田　泰二
中国地方整備局鳥取河川国道
事務所
鳥取県鳥取市田園町4－400

平成17年11月30日 5,985,000

　本業務の履行にあたり、プロポーザル方式に基づく技術提案
書の審査を行った結果、業務実績及び技術提案内容が他社よ
り優位であったため、当法人に特定された。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、当法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6440 （社）中国建設弘済会 千代川河川管理補助業務

安田　泰二
中国地方整備局鳥取河川国道
事務所
鳥取県鳥取市田園町4－400

平成17年4月1日 7,560,000

　本業務は、業務区間の状況に精通し、河川管理に関する豊
富な経験と河川法等関係法令の専門的知識を有するとともに、
高度な守秘義務や中立性、公平性が求められる特殊な業務で
ある。
　（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の発展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた公益法人であり、これまでも河川管理補助業務等の行政
補助に係る業務や、河川に関する研究、取り組み等を継続的
に実施してきており、河川管理に関する豊富な経験と専門的知
識、信頼性を有している。
　本業務の実施に当たっては、現地状況に精通し、河川管理に
関する豊富な経験と専門的知識、公平性等が必要であるが、
（社）中国建設弘済会はこれらすべてを有しており、本業務を遂
行できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6441 （社）中国建設弘済会 鳥取管内河川技術補助業務

安田　泰二
中国地方整備局鳥取河川国道
事務所
鳥取県鳥取市田園町4－400

平成17年4月1日 24,990,000

　本業務では、工事発注や河川管理のための技術資料作成を
適正かつ迅速に行う必要があることから、設計、積算から土木
工事や河川管理に係る幅広い知識、技術力はもとより、当該業
務について、豊富な経験と専門的な知識を有する技術者が必
要である。
　（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた公益法人である。これまで、直轄事業における現場技術業
務などの各種業務を実施してきており、技術的資料の作成に
関する専門的な知識や技術力の蓄積、向上に努めるとともに、
豊富な建設行政経験を有する人材を多数保有している。
　本業務の実施に当たっては、行政行為としての工事発注や河
川管理を行うための技術資料の作成を行うことから、土木工事
に関する技術力のみならず、高度な中立性および機密性の保
持が不可欠である。（社）中国建設弘済会は、本業務において
必要とされる諸条件すべてを満たしている上に、建設行政経験
や過去の実績から信頼性・中立性及び機密保持性を有するこ
とから、本業務を遂行できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、当社団法人と随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6442 （社）中国建設弘済会
東伯・中山道路用地補償等技術
業務

嘉本　昭夫
中国地方整備局倉吉河川国道
事務所
鳥取県倉吉市福庭町１－１８

平成17年5月31日 6,720,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6443 （社）中国建設弘済会
名和・淀江道路外裁決申請図書
作成業務

嘉本　昭夫
中国地方整備局倉吉河川国道
事務所
鳥取県倉吉市福庭町１－１８

平成17年7月25日 2,646,000

法は、その目的として、「公共の利益となる事業に必要な土地
等の収用又は仕様に関し、その要件、手続き及び効果並びこ
れに伴う損失補償等について規定し、公共の利益の増進と私
有財産との調整を図り、もって国土の適正且つ合理的な利用に
寄与すること」と規定している。起業者は、法２６条第１項の規
定による事業の認定の告示があった日から１年以内に限り、収
用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委
員会に収用又は使用の裁決を申請することができるとされてい
る。故に法の適用により収用等を行うためには、今回の業務は
必要不可欠なものである。また、その、業務処理には法の目的
への適合性が強く要求され、土地収用法、河川法、道路法等
の関連法令及び損失補填基準等の用地補償制度全般に高度
で専門的な知識・技術力を有し、かつ、的確な判断力が必要と
される。加えて、本業務は土地等の収用等という一連の行政行
為の中核をなすものであり、実施にあたっては行政経験を有す
るものが行うことが必要である。また、本業務は法の規定に基
づく収用等を行うための業務であり、関係者に強い精神的な作
用を与えることとなるため、業務の遂行にあたっては秘密の保
持が強く要求される。以上のことから、中国地方整備局管内に
おいてこれらの要件を満たす組織を調査検討したところ、当業
務を執行する能力を有する職員を擁し、業務の履行に関して高
い信頼性が認められるのは、社団法人中国建設弘済会の他は
ない。また、社団法人中国建設弘済会は、建設行政の推進と
建設事業の進展に寄与し、もって国土開発の発展に資すること
を目的に昭和４２年５月１日設立された公益法人であり、本業
務の内容は当該設立主旨に沿うものである。よって、会計法第
２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6444 （財）道路保全技術センター
倉吉管内道路施設診断業務（一
式）

嘉本　昭夫
中国地方整備局倉吉河川国道
事務所
鳥取県倉吉市福庭町１－１８

平成17年10月3日 5,092,500

（財）道路保全技術センタ－は、道路保全の技術に関する調
査、研究、診断、技術開発、システム開発整備、技術の指導、
情報の収集整理及び提供を行うことにより効率的かつ合理的
な保全技術の向上を図り、これによって道路交通の安全と円滑
化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的として設立
された公益法人である。このため、道路保全に関する同種業務
の実績も多く、さらに国土交通省が平成４年度から発足させた
「道路防災ドクター制度」の運営を当法人に委嘱している等極
めて高度な道路保全技術者や電子技術者を有している。また、
本業務に必要なMICHI、施設管理データベースシステム、防災
点検データベースシステムを唯一保有しており、本業務を実施
できるのは上記法人において他にない。従って「会計法」第２９
条の３第４項及び「予算決算及び会計令」第１０２条の４第３号
により随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6445 （財）道路保全技術センター
倉吉管内道路施設情報監理業
務（一式）

嘉本　昭夫
中国地方整備局倉吉河川国道
事務所
鳥取県倉吉市福庭町１－１８

平成17年11月15日 23,835,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠。よって、会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により、上記法人と随意契約を行うものである

18年度以降におい
て当該事務・事業
の委託等を行わな
いもの

－

6446 （財）道路保全技術センター
北条道路外法面緑化検討業務
（一式）

嘉本　昭夫
中国地方整備局倉吉河川国道
事務所
鳥取県倉吉市福庭町１－１８

平成17年12月28日 5,355,000

本業務は、法面の緑化技術はもとより、法面の保全技術にも精
通し、既存の点検・調査データの活用と、道路法面の防災に関
する専門知識、データ収集・分析も必要とする特殊な業務であ
る。（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する
調査・研究、診断、技術開発、システム開発整備、技術の指
導、情報の収集整理及び提供を行うことにより効率的かつ合理
的な保全技術の向上を図り、これによって道路交通の安全と円
滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的として設
立された公益法人である。本業務の実施にあたっては、法面の
緑化に関する技術及び情報等の高度な総合化が必要であり、
（財）道路保全技術センターは、法面の緑化に関する技術及び
情報等の高度な総合化に関する豊富な情報と収集能力、特定
の経験、知識を有しており、本業務を実施できるのは、上記法
人において他にない。よって、会計法第２９条の３第４項及び、
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を
行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6447 （社）中国建設弘済会 倉吉監督補助業務（一式）

嘉本　昭夫
中国地方整備局倉吉河川国道
事務所
鳥取県倉吉市福庭町１－１８

平成17年4月1日 213,780,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6448 （社）中国建設弘済会 倉吉技術補助業務（一式）

嘉本　昭夫
中国地方整備局倉吉河川国道
事務所
鳥取県倉吉市福庭町１－１８

平成17年4月1日 46,042,500

（社）中国建設弘済会は建設行政の推進と建設事業の伸展に
寄与し、もっと国土開発の発展に資することを目的として設立さ
れた社団法人であり、その目的を達成するために建設事業に
関する業務の受託等を行っている。本業務を的確に実施する
ためには技術資料の作成や事業周知のための企画立案等に
精通し、行政経験が豊富で専門的な知識を有する技術者が必
要である。また技術資料の作成や、地元・関係機関との対応に
ついては公平性・中立性の確保、機密の保持が不可欠であ
る。（社）中国建設弘済会はこれらの条件を全て充たしており、
過去の実績から業務に精通するとともに信頼性、中立性が確
保できる唯一の機関である。よって会計法第２９条の３第４項、
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により上記社団法人
と随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6449 （社）中国建設弘済会 道路管理補助業務（一式）

嘉本　昭夫
中国地方整備局倉吉河川国道
事務所
鳥取県倉吉市福庭町１－１８

平成17年4月1日 35,070,000

本業務の履行にあたっては、倉吉河川国道事務所管内の道路
状況に精通していること、道路法等の法令及び道路管理に関
する専門的知識を有し、かつ道路管理者の立場に立った判断
力が必要不可欠である。当法人は、建設行政の推進と建設事
業の伸展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的
に設立されたものであり、本業務に必要な技術・知識を永年に
わたる経験により修得した多数の人材を保有し、業務遂行に十
分な条件を充たしており、過去の実績からも信頼性が高く、確
実な業務遂行が出来る唯一の機関である。よって、会計法第２
９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号によ
り、当社団法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6450 （社）中国建設弘済会 積算資料作成業務（一式）

嘉本　昭夫
中国地方整備局倉吉河川国道
事務所
鳥取県倉吉市福庭町１－１８

平成17年4月7日 165,837,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6451 （社）中国建設弘済会
大坂３号砂防堰堤用地調査等
技術業務（一式）

茅原　伸喜
中国地方整備局日野川河川事
務所
鳥取県米子市古豊千６７８

平成17年8月18日 3,727,500

本業務は、用地取得の合理化を図るとともに、計画的かつ効
率的な用地取得に資するために実施するものであるが、その
業務内容は補償の対象となる権利形態の調査等業務の監督と
いう極めて重要なものであり、用地交渉の着手にあたって特に
地権者等との折衝面においてその業務処理の的確性が強く要
求される。

したがって、本業務の受託者は、用地調査等業務等の実施
はもとより、損失補償基準、損失補償の手続き、不動産登記等
の用地補償全般に高度で専門的な知識・技術力を有し、かつ、
的確な判断力が必要とされる。

また、受託者に対する地権者側の容認は本業務には必要不
可欠であり、受託者を選定するにこの点を十分に考慮する必要
があるうえ、本業務は公共用地取得という一連の行政行為の
重要な部分をなすことから、実施にあたっては行政経験を有す
るものが行うことが適当であると認められる。加えて本業務は、
地権者の資産状況その他の個人情報にも関わることとなるた
め、業務の実施にあたっては秘密の保持が強く要求される。

以上のことから、当地方整備局管内においてこれらの要件を
満たす組織を調査検討したところ、行政経験が豊富でかつ不
動産登記・損失補償基準等の用地補償制度全般に高度で専
門的な知識を持つ人材を多数有し、当教務の履行に関して高
い信頼性が認められるのは、社団法人中国建設弘済会が唯一
の機関であると判断される。

当該社団法人中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事
業の進展に寄与し、もって国土開発の進展に資することを目的
に昭和４２年５月１日設立された公益法人であるが、本業務の
内容は当該設立主旨に沿うものであり、当該業務に関する実
績も豊富である。

よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、下記法人と随意契約を行うものであ
る。
 記  社団法人　中国建設弘済会

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6452 （社）中国建設弘済会
日野川工事監督補助業務（一
式）

茅原　伸喜
中国地方整備局日野川河川事
務所
鳥取県米子市古豊千６７８

平成17年4月1日 75,442,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6453 （社）中国建設弘済会
日野川工務技術補助業務（一
式）

茅原　伸喜
中国地方整備局日野川河川事
務所
鳥取県米子市古豊千６７８

平成17年4月1日 12,705,000

　（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的として設
立された社団法人であり、本業務に必要な工務設計に精通し
た経験豊富な専門的知識を有する技術者を多数有している。
また、過去の実績から中立性・信頼性が高く、公平性が確保で
きる唯一の機関である。
　なお、本業務実施に当たっては、特に機密の保持が必要であ
ることから、当法人のみが本業務履行可能である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6454 国土環境（株）
日吉津海象観測所改修検討業
務（一式）

茅原　伸喜
中国地方整備局日野川河川事
務所
鳥取県米子市古豊千６７８

平成17年11月1日 5,145,000

  業務検討において技術的かつ専門的な知識を要することか
ら、その業務に精通し、技術的かつ専門的に優れた技術者を
有している業者を選定、業務への取り組み姿勢、専門技術力、
業務実施方針等内容について、審査した結果、下記業者が優
位と評価された。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２
条の４第３号により、随意契約を行うものである。 その他のもの －（H17年度限り）

6455 （財）土木研究センター
皆生海岸クレスト型人工リーフ
検証業務（一式）

茅原　伸喜
中国地方整備局日野川河川事
務所
鳥取県米子市古豊千６７８

平成17年7月1日 56,700,000

　本業務は、我が国の直轄海岸において初めての試みである
既設離岸堤の施設改良とその際に採用された新技術であるク
レスト型人工リーフについて、その効果の検証と今後の皆生工
区での整備計画を検討するものである。
　皆生海岸皆生工区では、平成11年度に改正された海岸法の
理念に基づく防護・環境・利用の調和の取れた海岸を目指すた
め、平成15年度に既設離岸堤の施設改良計画としてクレスト型
人工リーフを開発した。
　このクレスト型人工リーフは、水理模型実験、数値シミュレー
ション等で十分な検討を行い開発したものであるが、現地での
実証データがないことが今後の採用に際しての課題となってい
る。
　本業務は、実験やシミュレーション上での検討結果と現地で
のモニタリング結果を比較し検証することによって、クレスト型
人工リーフの技術確立の基礎資料とするとともに、今後の皆生
工区での整備計画を検討するものであり、高度な技術的検討
が必要とされる。
　（財）土木研究センターは、土木に関する調査、試験および研
究の促進に努めるとともに、その成果の普及並びに国際技術
協力の推進を図り、もって国土建設事業の発展向上に寄与す
ることを目的に設立された公益法人であり、｢人工リーフ設計の
手引き（全国海岸協会発行）｣の作成・改訂作業や、我が国で
初めて前浜部（トンボロ）を含む海浜縦断形の変化を予測可能
なモデル（等深線変化モデル）を開発するなど、高度な専門知
識と研究実績を有し、さらに各地の離岸堤等での現地モニタリ
ング調査や国土交通省国土技術政策研究所の施設を用いた
水理模型実験などで豊富な経験と実績を有している。
　本業務の実施に当たっては、人工リーフや海岸侵食とその予
測に対する高度な専門知識と現地モニタリング調査や水理模
型実験に関する豊富な経験と実績、信頼性等が必要である
が、（財）土木研究センターはこれらすべてを有しており、本業
務を遂行できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）
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6456 （社）中国建設弘済会 積算資料作成業務（一式）

茅原　伸喜
中国地方整備局日野川河川事
務所
鳥取県米子市古豊千６７８

平成17年4月7日 17,314,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6457 （社）中国建設弘済会 殿ダム積算補助業務

金山　義延
中国地方整備局殿ダム工事事
務所
鳥取県鳥取市国府町宮下1221

平成17年4月1日 40,425,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6458 （社）中国建設弘済会 殿ダム技術補助業務

金山　義延
中国地方整備局殿ダム工事事
務所
鳥取県鳥取市国府町宮下1221

平成17年4月1日 32,970,000

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的として設
立された社団法人であり、本業務に必要な設計に精通した経
験豊富な専門的知識を有する技術者を多数有している。また、
中立性・信頼性が高く、公平性が確保できる唯一の機関であ
る。なお、本業務実施に当たっては、特に機密の保持が必要で
あることから、当法人のみ本業務の履行が可能である。よっ
て、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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6459 （社）中国建設弘済会 殿ダム監督補助業務

金山　義延
中国地方整備局殿ダム工事事
務所
鳥取県鳥取市国府町宮下1221

平成17年4月1日 105,315,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6460 （社）中国建設弘済会 用地補償技術業務

金山　義延
中国地方整備局殿ダム工事事
務所
鳥取県鳥取市国府町宮下1221

平成17年4月1日 13,860,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6461 国土環境（株） 殿ダム猛禽類調査業務

金山　義延
中国地方整備局殿ダム工事事
務所
鳥取県鳥取市国府町宮下1221

平成17年5月11日 52,500,000

本業務を実施するにあたっては、生態系の上位性にあたる猛
禽類に対し、継続的かつ一定の視点をもつことが必要であり、
豊富な経験と専門的知識が求められる特殊な業務である。上
記業者は、平成１１年度「環境調査業務」、平成１２年度「殿ダ
ム鳥類調査業務」、平成１３年度「殿ダム鳥類構造解析業務」、
H１４、１５年度「殿ダム鳥類内部構造調査業務」等の現地調
査、特に 重要課題である鳥類(ワシ・タカ類)調査、及び環境
影響検討に必要な鳥類内部構造の解析を継続的に実施してお
り、殿ダム事業に関係する各つがいの個体識別が出来る唯一
の業者である。よって、会計法第２９条の３第４項並びに予決令
第１０２条の４第３号の規定により、随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

6462 （財）ダム技術センター 一次仮締切設計業務

金山　義延
中国地方整備局殿ダム工事事
務所
鳥取県鳥取市国府町宮下1221

平成17年4月27日 14,805,000

本業務の遂行にあたっては、ダム本体の設計、施工に関する
専門的知識、技術を有したうえに、ダム本体施工に係る新技
術、合理化施工及び他ダムでの施工事例等、台形ＣＳＧダムに
係る新技術に精通し、殿ダムの上流一次仮締切におけるＣＳＧ
形式としての総合評価ができることが必要不可欠である。財団
法人ダム技術センターは、ダム建設に関する技術開発及び調
査研究を総合的に実施し、かつ、調査研究と一体的に推進す
る質の高い技術力でダム建設を総合的に技術支援することを
目的として、建設省と河川総合開発促進期成同盟会の発意に
より、昭和５７年９月２４日に設立された財団法人である。上記
法人は、ダム建設技術全般に精通していることはもとより、台
形ＣＳＧダムに関する全国的な知見、豊富な経験及び行政的
視野に立った総合的な技術力を有している唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
(H19年度以降総合評
価による一般競争に
移行）
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6463
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

殿ダム環境影響検討業務

金山　義延
中国地方整備局殿ダム工事事
務所
鳥取県鳥取市国府町宮下1221

平成17年5月16日 57,750,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

6464 （財）ダム技術センター
殿ダム設計施工合理化検討業
務

金山　義延
中国地方整備局殿ダム工事事
務所
鳥取県鳥取市国府町宮下1221

平成17年4月27日 26,040,000

ダム事業におけるコスト構造改革推進の一環としてのダムの設
計・施工方法の見直しを行う本業務の実施には、ダムの設計・
施工に係る高度な技術力とダム事業に係る豊富な行政経験の
みならず、あわせて、豊富に蓄積されたデータの活用や関係専
門家からの広範な情報収集が必要であり、様々な技術開発動
向等を踏まえ、特定コンサルタントや施工業者の視点によらな
い中立的立場、公益的立場からの発注者支援実施が不可欠で
ある。この中で、本業務に不可欠な全国の多数のダムの設計・
施工方法に関する豊富な情報と具体のコスト縮減事例等に関
するデータベースを有している必要がある。これらの条件を満
たすのは当該財団以外にない。よって、会計法第２９条の３第４
項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意
契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6465 （財）ダム技術センター 殿ダムＶＥ提案検討業務

金山　義延
中国地方整備局殿ダム工事事
務所
鳥取県鳥取市国府町宮下1221

平成18年2月20日 4,725,000

本業務で実施するコスト縮減策の比較分析・評価にあたって
は、当法人が既に唯一所有する、全国のダム事業におけるコ
スト縮減検討・実施事例に関するデータベースを用いることが
必要不可欠である。当該データベースは、今後実施予定のコス
ト縮減策における縮減見込み額等、積算、発注に直接係る未
公開情報や未公開の技術開発等の企業ノウハウが含まれ秘
匿性が極めて高い。上記の理由によりこれらが可能となるの
は、当法人以外にない。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を
行うものである。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6466 （独）土木研究所 殿ダム水理設計業務

金山　義延
中国地方整備局殿ダム工事事
務所
鳥取県鳥取市国府町宮下1221

平成17年6月30日 15,000,000

・技術基準を策定し根拠に精通しているとともに特定の者の利
益とならない中立性・公共性を備えている唯一の機関。
・全国を網羅してダム設計、水理実験及びダム完成後の実水
理現象に関する普遍的なデータベースを構築・保有しており、
個別ダムの水理現象解析、設計に当たって必要なデータベー
スを保有する唯一の機関。よって、会計法第２９条の３第４項及
び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約
を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

6467 （社）中国建設弘済会 浜田管内技術補助業務（一式）

宮原　慎
中国地方整備局浜田河川国道
事務所
島根県浜田市相生町３９７３

平成17年4月1日 100,485,000

　本業務の遂行に当たっては、次の要件が必要である。１）経
験豊富な専門知識を有する技術者を多数有すること。２）行政
経験の豊富な人材を確保しており、事業実施に係わる技術的
な関係資料等の作成補助が行えること。３）浜田河川国道事務
所管内の各事業の経緯、及び現地の状況に精通していること。
４）ＩＴ化の推進(CALS)に伴う電子納品の義務付けなどの対応
のため、当該施策を熟知していること。５）過去の実績から、信
頼性、中立性が確保でき、機密保持できること。
　社団法人中国建設弘済会は、建設行政の推進に寄与し、もっ
て国土開発の発展に資することを目的に設置されたものであ
り、その目的を達成するため建設事業に関する各種業務を受
託している。
　社団法人中国建設弘済会は、これらの要件をすべて満たし、
業務の適正な履行が確保できる唯一の期間である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決済及び会計令１０２
条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6468 （社）中国建設弘済会 積算資料作成業務（一式）

宮原　慎
中国地方整備局浜田河川国道
事務所
島根県浜田市相生町３９７３

平成17年 4月 ７日 119,091,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6469 （社）中国建設弘済会
浜田管内工事監督補助業務(一
式）

宮原　慎
中国地方整備局浜田河川国道
事務所
島根県浜田市相生町３９７３

平成17年4月1日 214,935,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6470 （社）中国建設弘済会
浜田管内西部地区用地補償等
技術業務（一式）

宮原　慎
中国地方整備局浜田河川国道
事務所
島根県浜田市相生町３９７３

平成17年6月29日 13,618,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6471 （社）中国建設弘済会
浜田管内東部地区交安事業用
地補償等技術業務（一式）

宮原　慎
中国地方整備局浜田河川国道
事務所
島根県浜田市相生町３９７３

平成17年5月27日 37,905,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6472 （社）中国建設弘済会
用地保有量調査票等作成業務
（一式）

宮原　慎
中国地方整備局浜田河川国道
事務所
島根県浜田市相生町３９７３

平成17年5月18日 1,092,000

　本業務は、当事務所における用地取得の進捗状況及び工事
発注単位ごとの保有携帯を事業箇所別に把握し、用地保有量
調査票当作成に必要な調査及び事務を行うものであり、もっ
て、今後の計画的な用地取得及び事業の円滑な執行に資する
べく、実施するものである。
　業務の処理にあたっては、工事発注単位の設定及びその保
有形態の認定等に、その的確性が強く要求されるため、極めて
専門性が高く、用地の取得及び工事の施工に関する業務全般
に精通している等総合的な知識が必要である。
　（社）中国建設弘済会は建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に昭和４
２年５月１日設立された公益法人であり、建設事業に精通し、
専門的な知識と豊富な経験を有する多数の人材を擁してお
り、、これらの条件をすべて満たしていることのみならず、業務
の履行に関して高い信頼性が認められ、 も良好な成果が期
待できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6473 （社）中国建設弘済会
益田道路事業認定申請図書作
成業務（一式）

宮原　慎
中国地方整備局浜田河川国道
事務所
島根県浜田市相生町３９７３

平成18年1月18日 5,712,000

　当該工事に必要な土地等について、法の規定により収用又
は使用を行うにあたっては、起業者（今回は国土交通大臣なる
国）は、事業の認定に関する処分を行う機関（今回は国土交通
大臣）に対し事業認定申請書を提出し、法第１６条に規定する
事業の認定を受けなければならない。　法はその目的として、
「公共の利益となる事業に必要な土地等の収用または使用に
関し、その要件、手続き及び効果ならびにこれに伴う損失の補
償等に付いて規定し、公共の利益の増進と私的財産との調整
を図り、もって国土の適正化都合理的な利用に寄与すること」と
規定しているが、事業の認定を受けるための事業認定申請図
書等の作成は、事業に必要な土地等について、法の適用によ
り収用等を行うのに必要不可欠な業務であり、業務処理にあ
たっては、法の目的への適合性が強く要求されるものである。
したがって、本業務の受託者は、土地収用法、河川法、道路
法、河川管理施設等構造令、道路構造令等の関係法令及び損
失補償基準等の用地補償制度全般に高度で専門的な知識・技
術力を有し、かつ、的確な判断力が必要とされるものである。
加えて、本業務は土地等の収用等という一連の行政行為の一
部をなすことの性格を有しており、実施にあたっては行政経験
を有する者が行うことが適当であると認められる。　また、本業
務は、法の規定に基づく収用等を行うことを前提として実施す
るものであり、関係者に強い精神的な作用を与えることとなる
ため、業務の施行にあたっては秘密の保持が強く要求される。
以上のことから、当地整管内においてこれらの用件を満たす組
織を調査検討したところ、当業務を執行する能力を有する職員
を擁し、業務の履行に関して高い信頼性が認められるのは、社
団法人中国建設弘済会の外ないものと判断され、また、過去本
業務に実績を有しているものである。　また、社団法人中国建
設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与し、
もって国土開発の発展に資することを目的に昭和４２年５月１
日設立された公益法人であるが、本業務の内容は当該設立主
旨に添うものである。　よって、会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号により社団法人中国建設
弘済会と随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6474 （社）中国建設弘済会
中内田地区用地調査等技術業
務（一式）

宮原　慎
中国地方整備局浜田河川国道
事務所
島根県浜田市相生町３９７３

平成18年3月22日 3,780,000

　本業務は、用地事務の合理化を図るとともに、計画的かつ効
率的な用地取得に資するために実施するものであるが、その
業務内容は、補償の対象となる権利形態の調査等の監督業務
という極めて重要なものであり、用地交渉の着手にあたって、
特に、地権者等との折衝面において、その業務処理の的確性
が強く要求される。
　従って、本業務の受託者は、「用地調査等共通仕様書」及び
「木造建物［Ⅰ］調査積算要領」「非木造建物［Ⅰ］調査積算要
領」並びに「木造建物及び建物以外の工作物等調査要領」等
の調査積算に係る実施要領はもとより、損失補償基準、損失補
償の手続、不動産登記等の用地補償制度全般に、高度で専門
的な知識・技術力を有し、かつ、的確な判断力が必要とされる。
　また、受託者に対する地権者側の容認は、本業務には必要
不可欠であり、受託者を選定するに、この点を十分に考慮する
必要があるうえ、本業務は公共用地の取得という一連の行政
行為の重要な部分をなすことから、実施にあたっては、行政経
験を有する者が適当であると認められる。
　以上のことから、当地方整備局管内において、これらの用件
を満たす組織を調査検討したところ、地元折衝も含む広範囲な
用地補償業務に精通した職員を擁し、業務履行に高い信頼性
が求められるのは、社団法人中国建設弘済会が唯一の機関で
ある。
　又、社団法人中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事
業の伸展に寄与し、国土開発の発展に資する事を目的として
設立された公益法人であり、建設事業普及のための広報活
動、建設事業普及のための広報活動、建設事業に関する各種
業務の委託等、建設事業を支援する広範な業務を行っており、
建設事業に精通し専門的な知識と豊富な経験を有する多数の
人材を保有している。
　本業務は当団体の設立趣旨に添うものであり、かつ、当業務
に関する実績も豊富であり、業務遂行能力も十分である。
　よって、会計法第２９条の３第４項並びに予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6475 （社）中国建設弘済会
熱田地区用地調査等技術業務
（一式）

宮原　慎
中国地方整備局浜田河川国道
事務所
島根県浜田市相生町３９７３

平成18年3月22日 1,942,500

　本業務は、用地事務の合理化を図るとともに、計画的かつ効
率的な用地取得に資するために実施するものであるが、その
業務内容は、補償の対象となる権利形態の調査等の監督業務
という極めて重要なものであり、用地交渉の着手にあたって、
特に、地権者等との折衝面において、その業務処理の的確性
が強く要求される。
　従って、本業務の受託者は、「用地調査等共通仕様書」及び
「木造建物［Ⅰ］調査積算要領」「非木造建物［Ⅰ］調査積算要
領」並びに「木造建物及び建物以外の工作物等調査要領」等
の調査積算に係る実施要領はもとより、損失補償基準、損失補
償の手続、不動産登記等の用地補償制度全般に、高度で専門
的な知識・技術力を有し、かつ、的確な判断力が必要とされる。
　また、受託者に対する地権者側の容認は、本業務には必要
不可欠であり、受託者を選定するに、この点を十分に考慮する
必要があるうえ、本業務は公共用地の取得という一連の行政
行為の重要な部分をなすことから、実施にあたっては、行政経
験を有する者が適当であると認められる。
　以上のことから、当地方整備局管内において、これらの用件
を満たす組織を調査検討したところ、地元折衝も含む広範囲な
用地補償業務に精通した職員を擁し、業務履行に高い信頼性
が求められるのは、社団法人中国建設弘済会が唯一の機関で
ある。
　又、社団法人中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事
業の伸展に寄与し、国土開発の発展に資する事を目的として
設立された公益法人であり、建設事業普及のための広報活
動、建設事業普及のための広報活動、建設事業に関する各種
業務の委託等、建設事業を支援する広範な業務を行っており、
建設事業に精通し専門的な知識と豊富な経験を有する多数の
人材を保有している。
　本業務は当団体の設立趣旨に添うものであり、かつ、当業務
に関する実績も豊富であり、業務遂行能力も十分である。
　よって、会計法第２９条の３第４項並びに予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6476 （社）中国建設弘済会
西村力石１地区用地調査等技
術業務（一式）

宮原　慎
中国地方整備局浜田河川国道
事務所
島根県浜田市相生町３９７３

平成18年3月23日 3,360,000

　本業務は、用地事務の合理化を図るとともに、計画的かつ効
率的な用地取得に資するために実施するものであるが、その
業務内容は、補償の対象となる権利形態の調査等の監督業務
という極めて重要なものであり、用地交渉の着手にあたって、
特に、地権者等との折衝面において、その業務処理の的確性
が強く要求される。　従って、本業務の受託者は、「用地調査等
共通仕様書」及び「木造建物［Ⅰ］調査積算要領」「非木造建物
［Ⅰ］調査積算要領」並びに「木造建物及び建物以外の工作物
等調査要領」等の調査積算に係る実施要領はもとより、損失補
償基準、損失補償の手続、不動産登記等の用地補償制度全
般に、高度で専門的な知識・技術力を有し、かつ、的確な判断
力が必要とされる。　また、受託者に対する地権者側の容認
は、本業務には必要不可欠であり、受託者を選定するに、この
点を十分に考慮する必要があるうえ、本業務は公共用地の取
得という一連の行政行為の重要な部分をなすことから、実施に
あたっては、行政経験を有する者が適当であると認められる。
　以上のことから、当地方整備局管内において、これらの用件
を満たす組織を調査検討したところ、地元折衝も含む広範囲な
用地補償業務に精通した職員を擁し、業務履行に高い信頼性
が求められるのは、社団法人中国建設弘済会が唯一の機関で
ある。　又、社団法人中国建設弘済会は、建設行政の推進と建
設事業の伸展に寄与し、国土開発の発展に資する事を目的と
して設立された公益法人であり、建設事業普及のための広報
活動、建設事業普及のための広報活動、建設事業に関する各
種業務の委託等、建設事業を支援する広範な業務を行ってお
り、建設事業に精通し専門的な知識と豊富な経験を有する多
数の人材を保有している。　本業務は当団体の設立趣旨に添う
ものであり、かつ、当業務に関する実績も豊富であり、業務遂
行能力も十分である。　よって、会計法第２９条の３第４項並び
に予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約
を行うものである。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6477 （社）中国建設弘済会 用地補償技術業務（一式）

宮原　慎
中国地方整備局浜田河川国道
事務所
島根県浜田市相生町３９７３

平成17年4月1日 22,680,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6478 （社）中国建設弘済会
大谷地区用地調査等技術業務
（一式）

宮原　慎
中国地方整備局浜田河川国道
事務所
島根県浜田市相生町３９７３

平成18年3月23日 3,885,000

　本業務は、用地事務の合理化を図るとともに、計画的かつ効
率的な用地取得に資するために実施するものであるが、その
業務内容は、補償の対象となる権利形態の調査等の監督業務
という極めて重要なものであり、用地交渉の着手にあたって、
特に、地権者等との折衝面において、その業務処理の的確性
が強く要求される。
　従って、本業務の受託者は、「用地調査等共通仕様書」及び
「木造建物［Ⅰ］調査積算要領」「非木造建物［Ⅰ］調査積算要
領」並びに「木造建物及び建物以外の工作物等調査要領」等
の調査積算に係る実施要領はもとより、損失補償基準、損失補
償の手続、不動産登記等の用地補償制度全般に、高度で専門
的な知識・技術力を有し、かつ、的確な判断力が必要とされる。
　また、受託者に対する地権者側の容認は、本業務には必要
不可欠であり、受託者を選定するに、この点を十分に考慮する
必要があるうえ、本業務は公共用地の取得という一連の行政
行為の重要な部分をなすことから、実施にあたっては、行政経
験を有する者が適当であると認められる。
　以上のことから、当地方整備局管内において、これらの用件
を満たす組織を調査検討したところ、地元折衝も含む広範囲な
用地補償業務に精通した職員を擁し、業務履行に高い信頼性
が求められるのは、社団法人中国建設弘済会が唯一の機関で
ある。
　又、社団法人中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事
業の伸展に寄与し、国土開発の発展に資する事を目的として
設立された公益法人であり、建設事業普及のための広報活
動、建設事業普及のための広報活動、建設事業に関する各種
業務の委託等、建設事業を支援する広範な業務を行っており、
建設事業に精通し専門的な知識と豊富な経験を有する多数の
人材を保有している。
　本業務は当団体の設立趣旨に添うものであり、かつ、当業務
に関する実績も豊富であり、業務遂行能力も十分である。
　よって、会計法第２９条の３第４項並びに予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6479 （財）道路保全技術センター
浜田管内道路施設診断業務（一
式）

宮原　慎
中国地方整備局浜田河川国道
事務所
島根県浜田市相生町３９７３

平成17年 7月28日 14,332,500

　本業務の実施内容は、各種道路使節管理システム（以下「ＭＩ
ＣＨＩ等」という。）を活用し、施設点検調査表の作成、調査・診断
結果の登録、及び診断ランク・補修優先度の表示等の策定が
出来るようシステム構築を行うものである。
　また、道路法面等については、防災カルテに基づき、専門技
術者による現地の変状調査・危険度の判定や必要に応じ道路
防災ドクター制度の活用により技術的診断を行う等、本業務は
極めて高度な道路保全技術・電子情報技術を同時に必要とす
る特殊な業務である。
　（財）道路保全技術センターは、道路保全技術に関する調査
研究・開発、情報システム開発整備、技術の指導・情報の収集
整理・提供を行い効率的かつ、合理的な保全技術の向上を図
り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上
を目的に設立された法人であり、同種業務の実績も多く、極め
て高度な道路保全技術者を有しており、「道路防災ドクター制
度」の運営を実施し、更に本業務で使用するＭＩＣＨＩ等の運用
実績があり、システムに精通している。
　本業務の実施にあたっては（財）道路保全技術センターは、
高度な道路の保全技術、道路保全に関する情報システム技術
を保有しており、本業務を遂行できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号を適用し、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6480 （財）道路保全技術センター
浜田管内道路施設情報監理業
務（一式）

宮原　慎
中国地方整備局浜田河川国道
事務所
島根県浜田市相生町３９７３

平成17年10月14日 15,225,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠。よって、会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により、上記法人と随意契約を行うものである

18年度以降におい
て当該事務・事業
の委託等を行わな
いもの

－

6481 （財）道路保全技術センター
国道９号日原地区事前通行規
制区間基本検討業務（一式）

宮原　慎
中国地方整備局浜田河川国道
事務所
島根県浜田市相生町３９７３

平成17年11月22日 17,325,000

　本業務の実施にあたっては、高度で広範囲な道路保全技術
が必要であり、防災ドクター制度の活用も同時に必要とする特
殊な業務であり、特に下記の条件について満足する必要があ
る。
　　・浜田河川国道事務所管内の防災情報に精通した専門技
術者を有している。
　　・規制緩和に向け、規制区間全体を、効果的・効率的な対策
基本検討を、道路防災ドクターの意見を取入れながら業務を実
施する事が出来る。
　　・規制区間全体の道路施設状況（要対策箇所、要点検箇
所）を経年的に把握している。
　（財）道路保全技術センターは、道路保全技術に関する調査・
研究・開発、システム開発整備等に関する事業を行い、効率的
かつ合理的に保全技術の向上を図り、道路交通の安全と円滑
化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的とし設立さ
れた法人であり、同種業務の実績も多く、道路防災総点検要領
をとりまとめている等、高度な道路保全技術者を有している。
　また、平成４年度から発足させた「道路防災ドクター制度」の
運営を行っており、今年度は、本局と「道路災害発生時におけ
る業務支援に関する協定」を締結し、防災ドクターの派遣体制
が整っている。
　さらに道路管理データベースシステムを保有し、システム活用
に精通し、規制区間の施設状況を把握している。
　以上のことから、本業務を的確に実施できるのは、本業務の
特殊性を全て満足している上記法人において他にない。
　従って、「会計法」第２９条の３第４項及び「予算決算及び会計
令」第１０２条の４第３号により随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入

6482 （財）日本気象協会
浜田管内冬期気象予測業務（一
式）

宮原　慎
中国地方整備局浜田河川国道
事務所
島根県浜田市相生町３９７３

平成17年12月21日 4,725,000

　　本業務内容が高度で専門的な技術を必要とするため、プロ
ポール方式により審査した結果、提案内容が技術的に優位で
あった（財）日本気象協会と随意契約することが得策と考えられ
る。そのため、上記業者と会計法第２９条の３第４項並びに予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約を締結
するものである。 見直しの余地があ

るもの
一般競争入札等に移
行したもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6483 （財）道路環境研究所
浜田三隅道路景観検討業務（一
式）

宮原　慎
中国地方整備局浜田河川国道
事務所
島根県浜田市相生町３９７３

平成17年6月16日 30,450,000

　本業務では、地域特性、沿道環境等を考慮し、地域と調和の
取れた道路空間の確保および快適な走行環境の創出を検討
することが必要不可欠であり、業務の遂行にあたっては本件の
検討に必要な技術および 新情報を有しており、かつ豊富な
経験、専門的知識が求められる。
　（財）道路環境研究所は、自然環境と調和し生活環境と両立
する良好な道路環境を確保するための諸方策を総合的、科学
的に調査研究することにより、道路および道路交通の健全な発
展に貢献し、それをもって国民経済の発展と国民生活の向上
に寄与することを目的として設立された公益法人である。全国
的な類似業務の掌握や幅広い知見を有し、高い専門的知識ま
たは識見を組織的に保有している。
　本業務の実施にあたっては、景観検討を行うための豊富な経
験および専門的知識等が必要である。また、景観検討にあたっ
ては過年度に設立した景観検討委員会を引き続き本業務でも
実施する必要がある。（財）道路環境研究所は国土交通省、道
路公団等行政機関の環境技術・環境対策に関する調査研究を
多く手がけており、国内の 新の環境技術開発に精通してい
る。また、景観検討委員会の委員である学識経験者等と過年
度業務において共同作業を行った実績を持っており、景観検討
委員会を円滑に運営することが出来る。以上のことから、（財）
道路環境研究所は本業務を確実かつ円滑に遂行できる唯一
の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算および会計令第
１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入

6484 （社）中国建設弘済会
浜田管内河川管理技術補助業
務

宮原　慎
中国地方整備局浜田河川国道
事務所
島根県浜田市相生町３９７３

平成17年4月1日 8,295,000

本業務の遂行にあたっては、次の要件が必要である。1)経験豊
富な知識、河川法等の法令、河川管理に関する専門知識を有
する技術者を多数有すること。 2)行政経験の豊富な人材を確
保しており、地元・関係機関との調整の資料作成補助が行える
こと。 3)過去の実績から信頼性、中立性が確保でき、機密が保
持できること。 4)業務区間の状況に精通し、熟知していること
が不可欠である。
社団法人中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設行政の
進展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設
置されたものであり、過去の実績から信頼性が高く、業務遂行
の誠実性においても も良好な成果が期待できる唯一の機関
である。更に、本業務に必要な技術、知識を長年の経験により
修得した多数の人材を保有し、この業務に十分な条件を満たし
ている。よって会計法２９条の３第４項、予算決算及び会計令第
102条の４第3号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6485 （社）中国建設弘済会
斐伊川治水事業広報紙製作業
務

内藤　正彦
中国地方整備局出雲河川事務
所
島根県出雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月19日 9,870,000

　社団法人「中国建設弘済会」は、建設行政の推進と建設事業
の伸展に寄与し、国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた社団法人であり、建設事業普及のための広報活動、建設
事業に関する各種業務の受託等、建設事業を支援する広範囲
な事業を行っている。
　本業務は、当河川事務所や他機関において実施した治水事
業に関する調査研究の成果、工事の進捗状況、工事施工方
法、各種催し物等の情報を地域住民に分かりやすく掲載した広
報誌の編集を行うものであり、業務にあたっては建設行政に関
する専門知識を有し、記載内容の一貫性を図ることが必要であ
る。
　社団法人「中国建設弘済会」は、これまでの広報活動の取材
の中で得た多数の写真や図面等を保有し、建設事業にも精通
し専門的な知識と豊富な経験を有しており、高い信頼性と誠実
性において良好な結果が期待できる唯一の機関である。よって
会計法２９条の３第４項、予算決算及び会計令第102条の４第3
号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

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

6486 （社）中国建設弘済会 中海宍道湖水質管理補助業務

内藤　正彦
中国地方整備局出雲河川事務
所
島根県出雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月22日 55,335,000

本業務を履行するにあたっては、汽水湖が有する特異な環境
等を十分理解・考慮のうえ的確な分析、とりまとめを行うととも
に、緊急的な事態に対して迅速かつ的確に対応出来る体制、
能力及び経験が必要である。
　又、定期的に行う膨大な量の分析を、過去から蓄積している
データとの整合性を充分確保しながら履行できなければならな
い。
　社団法人中国建設弘済会は建設行政の推進と建設事業の
進展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的とし
て設立された社団法人である。
上記法人は、本業務の履行に必要な能力及び経験を有すると
ともに、専門的知識を有する人材を十分に保有し、確実かつ経
済的に履行できる唯一の機関である。
よって、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102
条の4第3号により上記法人と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（19年度から一般競
争入札等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6487 （社）底質浄化協会
宍道湖貧酸素水塊解消等技術
収集検討業務

内藤　正彦
中国地方整備局出雲河川事務
所
島根県出雲市塩冶有原町５－１

平成17年12月15日 10,080,000

宍道湖の生態系は淡水性の生物と海産性の生物が生息する
など豊かな生態系に恵まれている。一方で、生態系を支える水
質は環境基準を満足しない状態が２０年以上も続いているほ
か、アオコの発生や魚介類の斃死が起こるなどの水質問題が
発生しており、水質改善に向けた取り組みが急務となってい
る。こうした水質問題の要因となっている宍道湖の貧酸素水塊
は、中海から大橋川を通じて侵入する塩分水により湖底部で塩
分成層を形成し、上下層の混合が進みにくい状況が続き、湖底
泥による酸素消費や内部生産等により発生するものと、直接中
海から貧酸素状態の高塩分水塊が侵入することにより発生す
ると考えられる。この貧酸素水塊を破壊又はコントロールする
技術を収集するためには、宍道湖に存在する貧酸素水塊の生
成や消滅に関する技術的知見と技術を広範囲に収集し、その
適応性について考察する能力が必要となる。上記協会は、河
川・湖沼・海域など公共水域の環境保全・回復に向けた技術の
向上や開発を目的に、昭和50年に設立され、これまでに宍道
湖・中海における底質浄化手法に関する実績や、その他の国
や地方公共団体をはじめ数多くの底質浄化に関する実績を有
しており、宍道湖の貧酸素水塊生成の複雑なメカニズムを的確
に把握でき、かつ、土木、機械、化学など様々な分野で広範囲
に貧酸素水塊の破壊又はコントロール技術を収集し、その適応
性について考察できる唯一の団体である。
よって、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102
条の4第3号により上記業者と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（Ｈ
19年度以降総合評価
による一般競争に移
行）

6488 （財）河川環境管理財団
斐伊川水系下流域環境調査検
討業務

内藤　正彦
中国地方整備局出雲河川事務
所
島根県出雲市塩冶有原町５－１

平成17年7月1日 51,198,000

本業務は、斐伊川改修が湖沼（宍道湖・中海）に与える水質に
関する影響を踏まえた上で斐伊川の河道整備計画を検討する
業務であり、判断の中立性・公平性が特に求められるものであ
る。さらに、本業務の実施に当たっては、湖沼の水環境改善に
関する豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積
を有し、かつ、様々な分野の専門の学識者、専門家からの広範
な情報収集能力を有することが必要。当財団には唯一全国か
ら多くのトップクラスの学識者や行政関係者が参加する湖沼水
質管理に関する常設の委員会があり、マニュアルの作成・検証
にあたってはこの委員会の活用が必須。従って当該業務の遂
行が可能なのは唯一当財団のみである。よって、会計法第２９
条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

6489 （財）土木研究センター
放水路分流施設水理模型実験
その２業務

内藤　正彦
中国地方整備局出雲河川事務
所
島根県出雲市塩冶有原町５－１

平成17年10月3日 42,315,000

前年度実施した水理模型実験の補足として実験の再現性や計
測誤差の処理、視覚的判断等の統一性が求められるが、これ
らを公募条件として示すことは不可能である。よって、会計法第
２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により、随意契約を行うものである。

その他のもの
　-
(H17年度限り)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6490
（財）リバーフロント整備セン
ター

水辺景観・まちづくり検討業務

内藤　正彦
中国地方整備局出雲河川事務
所
島根県出雲市塩冶有原町５－１

平成17年8月22日 35,070,000

本業務は、大橋川のよりよい水辺景観整備、まちづくり構想の
検討を行うものである。検討にあたっては、多くの知識と高度な
技術力が必要であるとともに、河川景観形成に関わる全国の
施策のデータを保有し、そのデータから河川景観の技術指針と
してのデータを保有している必要があるが、そのようなデータを
有しているのは当法人が唯一である。また、検討にあたって
は、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満
たすのは当該財団以外にない。よって、会計法第２９条の３第４
項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意
契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

6491 （社）中国建設弘済会 出雲監督補助業務

内藤　正彦
中国地方整備局出雲河川事務
所
島根県出雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 185,535,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6492 （社）中国建設弘済会 河川管理技術業務

内藤　正彦
中国地方整備局出雲河川事務
所
島根県出雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 7,770,000

本業務は、業務区間の状況に精通し、河川管理に関する豊富
な経験と河川法等関係法令の専門的知識を有するとともに、高
度な守秘義務や中立性、公平性が求められる特殊な業務であ
る。（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の発
展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立
された公益法人であり、これまでも河川管理技術業務等の行政
補助に係る業務や、河川に関する研究、取り組み等を継続的
に実施してきており、河川管理に関する豊富な経験と専門的知
識、信頼性を有している。本業務の実施に当たっては、現地状
況に精通し、河川管理に関する豊富な経験と専門的知識、公
平性等が必要であるが、（社）中国建設弘済会はこれらすべて
を有しており、本業務を遂行できる唯一の機関である。よって、
会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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（円）
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緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6493 （社）中国建設弘済会
出水時河川巡視マニュアル作成
業務

内藤　正彦
中国地方整備局出雲河川事務
所
島根県出雲市塩冶有原町５－１

平成17年7月26日 5,775,000

本業務の遂行に当たっては河川管理に関する豊富な経験・専
門的知識・技術を有していること、及び業務区間の状況に精通
し、経年的な変化や特徴を熟知していることが必要不可欠であ
る。社団法人中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設行政
の進展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に
設置された公益法人であり、これまで斐伊川の河川巡視業務
等の行政補助に関わる業務や、河川に関する研究、取り組み
等を継続的に実施してきており、業務区間における河川及び工
作物の状況や特徴の知識及び河川管理に関する豊富な経験
と専門的知識、信頼性を有している。本業務の実施に当たって
は、斐伊川の現地状況等に精通し、河川管理に関する豊富な
経験と専門的知識等が必要であるが、（社）中国建設弘済会は
これらすべてを有しており、本業務を遂行できる唯一の機関で
ある。よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6494 （社）中国建設弘済会
志津見ダム技術補助業務（一
式）

則松　秀晴
中国地方整備局斐伊川・神戸川
総合開発工事事務所
島根県出雲市大津朝倉３－５－
３

平成17年4月1日 24,570,000

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的として設
立された社団法人であり、本業務に必要な調査・設計に精通し
た経験豊富な専門的知識を有する技術者を多数有している。
また、中立性・信頼性が高く、公平性が確保できる唯一の機関
である。
なお、本業務実施に当たっては、特に機密の保持が必要であ
ることから、当法人のみが本業務履行可能である。

よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6495 （社）中国建設弘済会
尾原・志津見ダム監督補助業務
(一式）

則松　秀晴
中国地方整備局斐伊川・神戸川
総合開発工事事務所
島根県出雲市大津朝倉３－５－
３

平成17年4月1日 229,425,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6496 （社）中国建設弘済会 積算補助業務（一式）

則松　秀晴
中国地方整備局斐伊川・神戸川
総合開発工事事務所
島根県出雲市大津朝倉３－５－
３

平成17年4月1日 53,025,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6497 （社）中国建設弘済会 積算資料作成業務（一式）

則松　秀晴
中国地方整備局斐伊川・神戸川
総合開発工事事務所
島根県出雲市大津朝倉３－５－
３

平成17年4月7日 96,862,500

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

るもの
一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6498 （財）ダム技術センター
尾原ダム施工合理化検討業務
（一式）

則松　秀晴
中国地方整備局斐伊川・神戸川
総合開発工事事務所
島根県出雲市大津朝倉３－５－
３

平成17年6月22日 26,460,000

本業務で実施するコスト縮減策の比較分析・評価にあたって
は、当法人が既に唯一所有する、全国のダム事業におけるコ
スト縮減検討・実施事例に関するデータベースを用いることが
必要不可欠である。当該データベースは、今後実施予定のコス
ト縮減策における縮減見込み額等、積算、発注に直接係る未
公開情報や未公開の技術開発等の企業ノウハウが含まれ秘
匿性が極めて高い。上記の理由によりこれらが可能となるの
は、当法人以外にない。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を
行うものである。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6499
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

志津見ダム環境影響検討業務
（一式）

則松　秀晴
中国地方整備局斐伊川・神戸川
総合開発工事事務所
島根県出雲市大津朝倉３－５－
３

平成17年6月23日 54,495,000

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

見直しの余地があ
るもの

①一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（８，１７４千円　平成
19年度以降一部一般
競争入札に移行）　②
随意契約によらざる
得ないもの（４６，３２
１千円）

公募手続き
を導入

6500
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

尾原ダム環境影響検討業務（一
式）

則松　秀晴
中国地方整備局斐伊川・神戸川
総合開発工事事務所
島根県出雲市大津朝倉３－５－
３

平成17年8月25日 80,850,000

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

見直しの余地があ
るもの

①一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１２，１２８千円　平
成19年度以降一部一
般競争入札に移行）
②随意契約によらざ
る得ないもの（６８，７
２２千円）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6501 （社）中国建設弘済会 管内道路技術補助業務（一式）

島村　喜一
中国地方整備局松江国道事務
所
松江市西津田２－６－２８

平成17年4月1日 24,885,000

社団法人中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の
進展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設
置された社団法人であり、本業務に必要な道路建設関係法令
及び道路構造物等の設計に関する技術的な専門知識に精通
した、経験豊富な技術者を多数有する。当法人は、松江国道事
務所における道路管理事業の工事の経緯並びに現地の状況
を熟知していることから、工事実施にあたっての技術的な一貫
性が確保でき、また、中立性、信頼性が高く、公平性が確保で
きる唯一の機関である。なお、本業務の遂行に当たっては、特
に機密の保持が必要であることから、当法人のみが本業務の
履行が可能である。よって、会計法２９条の３第４項、予算決算
及び会計令１０２条４第３号により、随意契約を行う。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6502 （社）中国建設弘済会 用地補償技術業務

島村　喜一
中国地方整備局松江国道事務
所
松江市西津田２－６－２８

平成17年4月1日 36,382,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6503 （社）中国建設弘済会 松江監督補助業務（一式）

島村　喜一
中国地方整備局松江国道事務
所
松江市西津田２－６－２８

平成17年4月1日 243,390,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6504 （社）中国建設弘済会
仁摩温泉津道路（温泉津地区東
側部）用地調査等技術業務

島村　喜一
中国地方整備局松江国道事務
所
松江市西津田２－６－２８

平成17年7月19日 4,315,500

　本業務内容は補償の対象となる権利形態の調査等業務の監
督という極めて重要なものであり、用地交渉の着手にあてって
特に地権者等との折衝面においてその業務処理の的確性が
強く要求される。したがって、本業務の受託者は、用地調査等
業務等の実施はもとより、損失補償基準、損失補償の手続き、
不動産登記等の用地補償全般に高度で専門的な知識・技術力
を有し、かつ、的確な判断力が必要とされる。また　受託者に対
する地権者側の容認は本業務には必要不可欠であり、受託者
を選定するにこの点を十分に考慮する必要があるうえ、本業務
は公共用地取得という一連の行政行為の重要な部分をなすこ
とから、実施にあたっては行政経験を有するものが行うことが
適当であると認められる。 加えて本業務は、地権者の資産状
況その他の個人情報にも関わることとなるため、業務の実施に
あたっては秘密の保持が強く要求される。以上のことから、当
地方整備局管内においてこれらの要件を満たす組織を調査検
討したところ、行政経験が豊富でかつ不動産登記・損失補償基
準等の用地補償制度全般に高度で専門的な知識を持つ人材
を多数有し、当業務の履行に関して高い信頼性が認められの
は、社団法人中国建設弘済会が唯一の機関であると判断され
る。 当該社団法人中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設
事業の進展に寄与し、もって国土開発の進展に資することを目
的に昭和４２年５月１日設立された公益法人であるが、本業務
の内容は当該設立主旨に沿うものであり、当該業務に関する
実績も豊富である。よって　会計法第２９条の３第４項、予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号により、上記法人と随意契
約を行うものである。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6505 （社）中国建設弘済会
仁摩温泉津道路（温泉津地区西
側部）用地調査等技術業務

島村　喜一
中国地方整備局松江国道事務
所
松江市西津田２－６－２８

平成17年7月19日 3,580,500

本業務は、用地取得の合理化を図るとともに、計画的かつ効率
的な用地取得に資するために実施するものであるが、その業
務内容は補償の対象となる権利形態の調査等業務の監督とい
う極めて重要なものであり、用地交渉の着手にあてって特に地
権者等との折衝面においてその業務処理の的確性が強く要求
される。したがって、本業務の受託者は、用地調査等業務等の
実施はもとより、損失補償基準、損失補償の手続き、不動産登
記等の用地補償全般に高度で専門的な知識・技術力を有し、
かつ、的確な判断力が必要とされる。また　受託者に対する地
権者側の容認は本業務には必要不可欠であり、受託者を選定
するにこの点を十分に考慮する必要があるうえ、本業務は公共
用地取得という一連の行政行為の重要な部分をなすことから、
実施にあたっては行政経験を有するものが行うことが適当であ
ると認められる。 加えて本業務は、地権者の資産状況その他
の個人情報にも関わることとなるため、業務の実施にあたって
は秘密の保持が強く要求される。以上のことから、当地方整備
局管内においてこれらの要件を満たす組織を調査検討したとこ
ろ、行政経験が豊富でかつ不動産登記・損失補償基準等の用
地補償制度全般に高度で専門的な知識を持つ人材を多数有
し、当業務の履行に関して高い信頼性が認められのは、社団
法人中国建設弘済会が唯一の機関であると判断される。 当該
社団法人中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の
進展に寄与し、もって国土開発の進展に資することを目的に昭
和４２年５月１日設立された公益法人であるが、本業務の内容
は当該設立主旨に沿うものであり、当該業務に関する実績も豊
富である。よって　会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号により、上記法人と随意契約を行うも
のである。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6506 （社）中国建設弘済会
仁摩温泉津道路（温泉津地区中
央部）用地調査等技術業務

島村　喜一
中国地方整備局松江国道事務
所
松江市西津田２－６－２８

平成17年7月19日 3,433,500

　本業務は、当所施行一般国道９号改築（仁摩温泉津道路）工
事に伴う用地取得に関し、用地調査等請負業務の監督を実施
する業務である。本業務は、用地取得の合理化を図るととも
に、計画的かつ効率的な用地取得に資するために実施するも
のであるが、その業務内容は補償の対象となる権利形態の調
査等業務の監督という極めて重要なものであり、用地交渉の着
手にあてって特に地権者等との折衝面においてその業務処理
の的確性が強く要求される。したがって、本業務の受託者は、
用地調査等業務等の実施はもとより、損失補償基準、損失補
償の手続き、不動産登記等の用地補償全般に高度で専門的な
知識・技術力を有し、かつ、的確な判断力が必要とされる。また
受託者に対する地権者側の容認は本業務には必要不可欠で
あり、受託者を選定するにこの点を十分に考慮する必要がある
うえ、本業務は公共用地取得という一連の行政行為の重要な
部分をなすことから、実施にあたっては行政経験を有するもの
が行うことが適当であると認められる。 加えて本業務は、地権
者の資産状況その他の個人情報にも関わることとなるため、業
務の実施にあたっては秘密の保持が強く要求される。以上のこ
とから、当地方整備局管内においてこれらの要件を満たす組織
を調査検討したところ、行政経験が豊富でかつ不動産登記・損
失補償基準等の用地補償制度全般に高度で専門的な知識を
持つ人材を多数有し、当業務の履行に関して高い信頼性が認
められのは、社団法人中国建設弘済会が唯一の機関であると
判断される。 当該社団法人中国建設弘済会は、建設行政の推
進と建設事業の進展に寄与し、もって国土開発の進展に資す
ることを目的に昭和４２年５月１日設立された公益法人である
が、本業務の内容は当該設立主旨に沿うものであり、当該業
務に関する実績も豊富である。よって　会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、上記法人
と随意契約を行うものである。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6507 （社）中国建設弘済会 積算資料作成業務

島村　喜一
中国地方整備局松江国道事務
所
松江市西津田２－６－２８

平成17年4月7日 146,853,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6508 （財）道路保全技術センター 道路施設診断業務（一式）

島村　喜一
中国地方整備局松江国道事務
所
松江市西津田２－６－２８

平成17年7月21日 24,213,000

本業務の実施内容は、道路法面等について防災カルテに基づ
き現地の変状調査を時系列的に点検調査し、専門技術者や必
要に応じ道路防災ドクター制度の活用により、災害に至る要因
等の技術的診断を行うものである。また、当事務所管内には、
中国地方整備局管内でも極めて少数である地滑り地帯や、積
雪寒冷地に事前通行規制区間を有することから、これらの地形
的条件や気象条件等を考慮した高度な診断が必要となる。
（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調
査・研究、診断、技術開発、システム開発整備、技術指導、情
報の収集・整理及び提供を行うことにより、効率的且つ合理的
な保全技術の向上を図り、道路交通の安全と円滑化に貢献し、
国民生活の向上に寄与することを目的として設立された公益法
人であり全国的に診断業務を実施しており、当事務所管内の
特殊な条件と類似した業務も多数実施した実績を有している。
また、高度で多種にわたる道路保全に関する専門的技術力と
豊富な経験者を有する「道路防災ドクター制度」の運営を行っ
ており、異常時には、迅速かつ高度な指導・助言を得て、確実
性の高い均質な視点に立った施設点検・診断技術を得ることが
可能である。加えて、当業務に必要な施設点検調査表の作
成、調査・診断結果を閲覧する「防災カルテデータベース活用
システム」及びそのシステムの基礎である「各種道路施設管理
システム（ＭＩＣＨＩシステム）」の開発を行っており、データベース
への登録が効率的に実施できるものである。以上のことによ
り、上記法人は高度な保全技術と電子情報技術を同時に必要
とする本業務を実施できる唯一の機関である。よって、会計法
２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、上記財団法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6509 （財）道路保全技術センター 道路施設情報監理業務（一式）

島村　喜一
中国地方整備局松江国道事務
所
松江市西津田２－６－２８

平成17年10月3日 25,935,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠。よって、会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により、随意契約を行うものである

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6510 （財）道路保全技術センター
山陰道道路案内標識改善検討
業務（一式）

島村　喜一
中国地方整備局松江国道事務
所
松江市西津田２－６－２８

平成17年11月4日 31,920,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠。よって、会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により、随意契約を行うものである

18年度以降におい
て当該事務・事業
の委託等を行わな
いもの

－
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6511 （財）道路保全技術センター
国道５４号車道透水性試験舗装
追跡調査業務（一式）

島村　喜一
中国地方整備局松江国道事務
所
松江市西津田２－６－２８

平成17年11月17日 7,035,000

本業務の実施にあたっては１．車道透水性舗装の検討技術に
精通しているとともに、文献調査や各地の事例調査により得ら
れた知見を、試験舗装箇所の構造断面や排水構造の設計に
反映できる専門的知識を有している。２．追跡調査として、雨水
の流出量の測定による流出抑制の調査、支持力の測定による
耐久性の調査、路面性状の調査等の実施と、その調査結果の
解析に対し、豊富な知識と実績を有している。３．各地方整備
局の車道透水性舗装に関して開催される、有識者による委員
会を事務局と運営できる体制を有している。ことが不可欠であ
る。上記の法人は、独立行政法人土木研究所の委託により「車
道透水性舗装に関する検討業務」を行っており、これまで、車
道透水性舗装の試験舗装の実施にあたって、車道透水性舗装
の文献や施工事例等の調査を行い、独立行政法人土木研究
所とともに、試験舗装箇所における地形や土質条件、交通量の
把握等の事前調査を実施し、構造断面や排水構造の設計検討
を行っているなど車道透水性舗装に関して専門的知識を有して
いる。また、独立行政法人土木研究所との検討会によって、試
験舗装箇所に適用する構造断面や調査項目を検討し、全体的
な試験舗装マニュアル（案）の作成業務も行っている。さらに、
有識者による車道透水性舗装に関する委員会も事務局として
開催し、試験舗装の流出抑制や耐久性の調査に関して、委員
会で討議された項目について、とりまとめを行っている。以上の
ように、上記の法人は、本件に必要な車道透水性舗装に関す
る検討実績も豊富であり、各地方整備局に各保全支部がある
ことで、試験舗装の調査にあたり、効率・効果的な業務遂行の
体制が整備されている唯一の法人である。よって、会計法第２
９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規
定により、上記業者と随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6512 （財）海洋架橋・橋梁調査会
仁摩温泉津道路橋梁設計検討
支援業務（一式）

島村　喜一
中国地方整備局松江国道事務
所
松江市西津田２－６－２８

平成17年12月1日 2,016,000

　本業務では、コスト縮減・工期短縮・新技術の採用等を積極
的に取り入れていくものであり、調査検討の経緯、内容を十分
理解し、橋梁に関する調査・設計・構造検討に加え、高度な専
門知識・経験と 先端の技術情報が必要である。
　また、昨年度実施された「仁摩温泉津道路橋梁設計検討支援
業務」の履行にあたり参照した情報、履行の経緯、秘匿すべき
情報、関係者の事情等の詳細を熟知している必要がある。
　（財）海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他橋梁に関す
る技術・経済・環境その他の問題についての調査研究、知識の
普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることにより国民経
済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的として設立さ
れた財団法人である。また、国内外の橋梁構造における調査
設計、施工法等の検討に関わり、橋梁に関する新旧の技術の
蓄積と経験を豊富に保有しており、さらに、多岐にわたる技術
的検討実績を有し、橋梁検討に関する専門知識と情報を蓄積
している唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２
条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入
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6513 （財）日本気象協会
松江管内冬期気象予測業務（一
式)

島村　喜一
中国地方整備局松江国道事務
所
松江市西津田２－６－２８

平成17年11月28日 5,355,000

　業務履行にあたっては、高度で専門的な技術判断が要求さ
れるため、簡易公募型プロポーザル方式により、技術者の経験
及び実施能力、業務への取り組み姿勢等について検討した結
果、本業務を適正に履行できる機関として上記業者を選定し
た。
　よって、「会計法」第２９条の３第４項及び「予算決算及び会計
令」第１０２条の４第３号により随意契約を締結するものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6514 （社）中国建設弘済会 河川管理技術業務　一式

浦上　将人
中国地方整備局岡山河川事務
所
岡山市鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日 35,962,500

本業務は、業務区間の状況に精通し、河川管理に関する豊富
な経験と河川法等関係法令の専門的知識を有するとともに、高
度な守秘義務や中立性、公平性が求められる特殊な業務であ
る。 （社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の発
展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立
された公益法人であり、これまでも河川管理補助業務等の行政
補助に係る業務や、河川に関する研究、取り組み等を継続的
に実施してきており、河川管理に関する豊富な経験と専門的知
識、信頼性を有している。本業務の実施に当たっては、現地状
況に精通し、河川管理に関する豊富な経験と専門的知識、公
平性等が必要であるが、（社）中国建設弘済会はこれらすべて
を有しており、本業務を遂行できる唯一の機関である。よって、
会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号により、上記業者と随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6515 （社）中国建設弘済会 岡山河川監督補助業務　一式

浦上　将人
中国地方整備局岡山河川事務
所
岡山市鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日 121,170,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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6516 （社）中国建設弘済会 水質管理補助業務　一式

浦上　将人
中国地方整備局岡山河川事務
所
岡山市鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日 37,065,000

本業務は、岡山河川事務所管内の水質状況に精通し、過去か
ら蓄積されてきた膨大な量の水質データの連続性、整合性が
求められるとともに、水質事故発生時における対応等、緊急的
な事態に対して迅速かつ的確に対応できる体制、能力及び経
験等の高度な技術が必要となる特殊な業務である。 （社）中国
建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の発展に寄与し、
もって国土開発の発展に資することを目的に設立された公益法
人であり、これまでも水質管理補助業務や、河川等の水質に関
する研究、取り組み等を継続的に実施してきており、水質管理
に関する豊富な経験と専門的かつ高度な技術を有している。本
業務の実施に当たっては、岡山河川事務所の水質状況に精通
し、水質分析に関する豊富な経験と専門的知識、過去から蓄
積しているデータとの整合性の確保及び中立性、公平性を有
することが必要であるが、（社）中国建設弘済会はこれらの条
件をすべて満たしており、本業務を遂行できる唯一の機関であ
る。よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（19年度から一般競
争入札等に移行）

6517 （社）中国建設弘済会 積算資料作成業務　一式

浦上　将人
中国地方整備局岡山河川事務
所
岡山市鹿田町２－４－３６

平成17年4月7日 69,751,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6518 （社）中国建設弘済会
坂根堰監視及び監視補助業務
一式

浦上　将人
中国地方整備局岡山河川事務
所
岡山市鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日 24,570,000

本業務は、坂根堰の状況に精通し、堰管理に関する豊富な経
験と河川法等関係法令の専門的知識を有するとともに、高度な
守秘義務や中立性、公平性が求められる特殊な業務である。
（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の発展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた公益法人であり、これまでも堰視業務等の行政補助に係
る業務や、堰に関する研究、取り組み等を継続的に実施してき
ており、堰管理に関する豊富な経験と専門的知識、信頼性を有
している。本業務の実施に当たっては、坂根堰の状況に精通
し、堰管理に関する豊富な経験と専門的知識、公平性等が必
要であるが、（社）中国建設弘済会はこれらすべてを有してお
り、本業務を遂行できる唯一の機関である。よって、会計法第２
９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6519 （社）中国建設弘済会 百間川河口水門監視業務　一式

浦上　将人
中国地方整備局岡山河川事務
所
岡山市鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日 13,482,000

本業務は、百間川河口水門の状況に精通し、水門管理に関す
る豊富な経験と河川法等関係法令の専門的知識を有するとと
もに、高度な守秘義務や中立性、公平性が求められる特殊な
業務である。（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設
事業の発展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目
的に設立された公益法人であり、これまでも水門監視業務等の
行政補助に係る業務や、水門に関する研究、取り組み等を継
続的に実施してきており、水門管理に関する豊富な経験と専門
的知識、信頼性を有している。本業務の実施に当たっては、百
間川河口水門の状況に精通し、水門管理に関する豊富な経験
と専門的知識、公平性等が必要であるが、（社）中国建設弘済
会はこれらすべてを有しており、本業務を遂行できる唯一の機
関である。よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号により、上記業者と随意契約を行
うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6520 （社）中国建設弘済会
２　岡山改築他監督補助業務
（一式）

加藤　恒太郎
中国地方整備局岡山国道事務
所
岡山市富町２－１９－１２

平成17年4月1日 99,382,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6521 （社）中国建設弘済会
３　岡山道路管理技術業務（一
式）

加藤　恒太郎
中国地方整備局岡山国道事務
所
岡山市富町２－１９－１２

平成17年4月1日 32,655,000

本業務は、道路法その他関係法令等の諸規定に精通し、行
政経験が豊富で、道路管理に関する専門的知識及び道路管理
者の視野に立った行政的知識とともに、判断力及び調整能力
を有することが求められる。また、許認可事務に伴う指導調整
等については、公平性・中立性の確保、機密の保持が求めら
れる。
（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた社団法人であり、本業務に必要な技術・知識を長年にわた
る経験により修得した多数の人材を保有している。
本業務の実施にあたっては、道路管理に関する行政的知識を
有する人材が必要であるとともに、公平性・中立性の確保、機
密の保持が必要であり、（社）中国建設弘済会は業務遂行に十
分な条件を満たすとともに、過去の実績から信頼性が高く、業
務遂行の誠実性において も良好な成績が期待できる唯一の
機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により、上記社団法人と随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6522 （社）中国建設弘済会
４　岡山管理監督補助業務（一
式）

加藤　恒太郎
中国地方整備局岡山国道事務
所
岡山市富町２－１９－１２

平成17年4月1日 166,110,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6523 （社）中国建設弘済会 ５　用地補償技術業務

加藤　恒太郎
中国地方整備局岡山国道事務
所
岡山市富町２－１９－１２

平成17年4月1日 13,335,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6524 （社）中国建設弘済会
２０　用地保有量調査票等作成
業務

加藤　恒太郎
中国地方整備局岡山国道事務
所
岡山市富町２－１９－１２

平成17年6月3日 451,500

  本業務では、用地の取得及び工事の施工に関する業務全般
に精通している等総合的な知識を必要とし、特に工事発注単位
の設定及びその保有形態の認定等にはその的確性が強く要求
されるとともに極めて専門性が高く、行政経験が豊富な者が行
うことが強く求められる。
（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に昭和４
２年 ５ 月 １ 日設立された公益法人であるが、本業務の内容は
当該設立主旨に沿うものでもあり、かつ、当該業務に関する実
績も豊富である。
　　本業務の実施にあたっては、専門性及び豊富な行政経験を
有することが必要であり（社）中国建設弘済会は、当業務を執
行する能力を有する職員を擁し、業務の履行に関して高い信
頼性が認められ、本業務を遂行できる唯一の機関である。
  よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6525 （社）中国建設弘済会
５６　道路占用物件適正化業務
（一式）

加藤　恒太郎
中国地方整備局岡山国道事務
所
岡山市富町２－１９－１２

平成17年8月31日 5,197,500

  本業務は、不法占用者を直接訪問して占用制度の説明等を
行うことから、道路法その他関係法令等の諸規定に精通し、道
路管理者の視野に立った行政的知識を有する人材が必要であ
る。また、道路占用許可申請の手続き、審査等については、公
平性・中立性の確保、機密の保持が求められる。
  （社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた社団法人であり、本業務に必要な行政的知識を修得した
多数の人材を保有している。
　本業務の実施にあたっては、道路管理に関する行政的知識
を有する人材が必要であるとともに、公平性・中立性の確保、
機密の保持が必要であり、（社）中国建設弘済会は業務遂行に
十分な条件を満たすとともに、過去の実績から信頼性が高く、
業務遂行の誠実性において も良好な成果が期待できる唯一
の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３項により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6526 （社）中国建設弘済会 ７２　用地補償等技術業務

加藤　恒太郎
中国地方整備局岡山国道事務
所
岡山市富町２－１９－１２

平成17年10月14日 30,660,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6527 （社）中国建設弘済会
７９　岡山西バイパス事業認定
本申請図書作成業務

加藤　恒太郎
中国地方整備局岡山国道事務
所
岡山市富町２－１９－１２

平成17年11月17日 1,522,500

　本業務は、土地収用法の規定に基づく事業認定申請本申請
図書を作成するものであることから、土地収用法のみならず道
路法等の関係法令全般にわたる専門的な知識と、豊富な行政
経験に基づく的確な判断力が必要とされる。また、業務の遂行
に関して秘密の保持が強く要求されるため、この点も十分に考
慮し選定する必要がある。
　社団法人中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の
進展に寄与し、以て国土開発の発展に資することを目的に昭
和４２年５月１日に設立された公益法人であり、当業務を執行
する能力を有する職員を擁し、業務の履行に関して高い信頼
性が認められ、本業務を遂行できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6528 （社）中国建設弘済会
８２　志戸坂峠道路用地関係資
料作成業務

加藤　恒太郎
中国地方整備局岡山国道事務
所
岡山市富町２－１９－１２

平成17年11月17日 2,362,500

　本業務は、土地収用法の規定に基づいた用地関係資料の調
査及び取りまとめを行うことから、土地収用法のみならず道路
法等の関係法令全般にわたる専門的な知識と、豊富な行政経
験に基づく的確な判断力が必要とされる。また、業務の遂行に
関して秘密の保持が強く要求されるため、この点も十分に考慮
し選定する必要がある。
　社団法人中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の
進展に寄与し、以て国土開発の発展に資することを目的に昭
和４２年５月１日に設立された公益法人であり、当業務を執行
する能力を有する職員を擁し、業務の履行に関して高い信頼
性が認められ、本業務を遂行できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

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

6529 （社）中国建設弘済会 積算資料作成業務（一式）

加藤　恒太郎
中国地方整備局岡山国道事務
所
岡山市富町２－１９－１２

平成17年4月7日 219,628,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6530 （財）道路保全技術センター
１４　移動支援情報提供構築業
務（一式）

加藤　恒太郎
中国地方整備局岡山国道事務
所
岡山市富町２－１９－１２

平成17年5月16日 40,005,000

　本業務は、中国地方整備局が道路情報の道路管理者間での
共有や道路利用者への提供の充実を図るため、現在、開発を
進めているＷｅｂＧＩＳによる地図情報提供技術を活用した「道
路防災情報共有システム」を発展・拡張させ、バリアフリー情
報、駐車場情報や地域情報等の提供機能を新たに追加するも
のである。
　上記法人は、道路保全に関する情報を収集・蓄積し、それら
の情報を活用して道路保全に関する調査・研究、システム開発
を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道
路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与する
ことを目的として設立された公益法人であり、道路管理業務を
はじめとした道路行政に広く精通しているとともに、中国地方整
備局が現在進めている「道路防災情報共有システム」の開発に
携わり、システム構成・データ形式を熟知し専門的な技術・知識
を有していることから、本業務を遂行できる唯一の機関である。
　よって、会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３項により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6531 （財）道路保全技術センター
５４　岡山路面下空洞調査業務
（一式）

加藤　恒太郎
中国地方整備局岡山国道事務
所
岡山市富町２－１９－１２

平成17年8月23日 39,112,500

　本業務は、岡山国道事務所が管理する一般国道の岡山市街
地部において、路面下に発生した空洞を調査し早期に発見す
ることで、路面陥没・損傷による第三者被害を未然に防止し、
安全で円滑な道路交通を確保することを目的に実施するもの
である。
　本業務では、空洞の発生箇所を的確に調査・検出できる技術
者により空洞探査機械を使用して調査を行い、調査で得られた
データを解析することにより空洞位置を検出し、空洞の幅・厚さ
等について詳細に調査を行うものである。また、現地の土質状
況や埋設物等の施設状況を把握し、空洞発生に至った要因に
ついて技術的診断を実施するものであり、機械操作、調査・解
析、発生要因診断等に関する専門的知識と経験を必要とする
特殊な業務である。
　（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調
査・研究、診断、技術開発、システム開発整備、技術指導、情
報の収集・整理及び情報提供を行うことにより、効率的かつ合
理的な保全技術の向上を図り、道路交通の安全と円滑化に貢
献し、国民生活の向上に寄与する事を目的として設立された公
益法人であり、空洞探査車による探査手法の確立や空洞調査
マニュアル（案）を作成するなど空洞位置検出のためのデータ
解析に関する専門的な知識を有している。また、中国地方整備
局管内の空洞調査を平成４年度から実施しており、探査機器
の操作やデータの解析に専門的な知識や技術を有していると
ともに管内の陥没事例、現場状況に精通している。
本業務の実施にあたっては、空洞探査機械の操作及び調査、
データ解析による空洞位置の検出、現地状況を考慮した空洞
の発生要因診断等の特殊技術と専門知識、経験が必要であ
り、（財）道路保全技術センターは、探査機器の操作やデータの
解析に専門的な知識や技術を有しているとともに中国地方整
備局管内の陥没事例、現場状況に精通しており、本業務の履
行に必要となる的確な空洞位置検出のための調査・解析が行
える唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、上記財団法人と随意契約を行うもので
ある。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6532 （財）道路保全技術センター
５５　岡山道路防災診断業務（一
式）

加藤　恒太郎
中国地方整備局岡山国道事務
所
岡山市富町２－１９－１２

平成17年8月23日 26,827,500

　本業務は、岡山国道事務所管内における法面の崩落・落石
や擁壁の変状及び河川内橋梁基礎部の洗掘等について、健
全性及び安全性を時系列的に調査・診断することにより、早期
に変状を把握し適切な対策を行うことを目的に実施するもので
ある。
　本業務の内容は、法面や構造物の状況を的確に診断できる
技術者により、防災カルテ箇所等の現地変状を調査し危険度
の判定を実施すると共に、必要に応じて「道路防災ドクター制
度」を活用し災害に至る要因等について技術的診断を実施す
るものである。また、各種道路施設管理システム（以下「ＭＩＣＨＩ
等」という。）を活用し、調査・診断結果を施設点検調査表に登
録することで点検箇所・点検実績等を一元的に管理出来るよう
にするものであり、本業務履行にあたっては、的確な技術的診
断能力及びＭＩＣＨＩ等に精通していることが必要である。
　（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調
査・研究、診断、技術開発、システム開発整備、技術指導、情
報の収集・整理及び情報提供を行うことにより、効率的かつ合
理的な保全技術の向上を図り、道路交通の安全と円滑化に貢
献し、国民生活の向上に寄与することを目的として設立された
公益法人であり、トンネル・橋梁等の道路構造物の保全手法や
危険個所の点検・対策工法の検討等について多くの業務実績
を有している。また、国土交通省が平成４年度から発足させた
学識経験者による「道路防災ドクター制度」の運営を委託され、
道路防災ドクターとの活動調整等を行っている。さらに本業務
で使用するＭＩＣＨＩ等の開発や登録データ更新等の作業を行っ
ていることから、業務の履行で必要となる的確な技術的診断能
力とＭＩＣＨＩ等に精通している唯一の機関である。
　従って、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、上記財団法人と随意契約を行うもので
ある。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6533 （財）道路保全技術センター
６９　国道３０号車道透水性試験
舗装追跡調査解析検討業務（一
式）

加藤　恒太郎
中国地方整備局岡山国道事務
所
岡山市富町２－１９－１２

平成17年10月5日 8,326,500

　本業務は、全国に試験的に施工された車道透水性舗装のう
ち、岡山国道事務所管内で試験施工された箇所において、雨
水流出の抑制効果調査、水質調査及び重交通に対する支持
力及び耐久性の把握調査を行うものである。本業務は全国規
模の調査であり、土木研究所が全国各地のデータの取りまと
め、解析及び技術的検討を行っている。
　このため、本業務の実施にあたっては、土木研究所の行って
いる車道透水性舗装データの解析及び技術的検討に精通して
いるとともに舗装の設計施工及び性能評価等に関する高度で
専門的な知識と経験を有していることが必要不可欠である。
　（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調
査・研究・診断・技術開発、システム開発整備、技術指導、情報
の収集・整理及び情報提供を行うことにより、効率的かつ合理
的な保全技術の向上を図り、道路交通の円滑化に貢献し、国
民生活の向上に寄与することを目的として設立さた公益法人で
あり、土木研究所の委託により「車道透水性舗装に関する検討
業務」を行うなど、車道透水性舗装の解析及び技術的検討に
精通しているとともに、新たな舗装技術の開発に関係する業務
実績も多く、舗装の設計施工及び性能評価等に関する高度で
専門的な知識と豊富な経験を有していることから、本業務を遂
行できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２
条の４第３号の規定により、（財）道路保全技術センターと随意
契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6534 （財）道路保全技術センター
７０　岡国管内道路施設情報監
理業務（一式）

加藤　恒太郎
中国地方整備局岡山国道事務
所
岡山市富町２－１９－１２

平成17年10月19日 38,220,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠。よって、会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により、随意契約を行うものである

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6535 （財）国土技術研究センター
２５　バスロケーションシステム
実験支援業務（一式）

加藤　恒太郎
中国地方整備局岡山国道事務
所
岡山市富町２－１９－１２

平成17年6月24日 53,025,000

　本業務では、バスロケーションシステムおよび情報技術に関
する専門的な知識やバス事業者のニーズ等を十分把握してい
る必要がある。
　財団法人国土技術研究センターは、新しい建設技術に関す
る調査研究を総合的かつ効果的に行うとともに、新しい建設技
術の活用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図り、もっ
て国民福祉の向上に寄与することを目的に設立された公益法
人である。これまでに各種ＩＴＳの業務や、岡山地域をはじめ九
州地区、関東地区におけるバスロケーションシステム導入検討
業務を通じて、本業務に必要とされる高度な専門知識と分析能
力を有しており、本業務を円滑かつ的確に遂行できる唯一の機
関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、財団法人国土技術研究センターと随意
契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

6536 （財）海洋架橋・橋梁調査会
２６　国道２号岡山市内立体高
架橋技術支援業務（一式）

加藤　恒太郎
中国地方整備局岡山国道事務
所
岡山市富町２－１９－１２

平成17年6月30日 9,349,500

　（財）海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他橋梁に関す
る技術、経済、環境その他の問題についての調査研究、知識
の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることにより国民
経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的として設
立された財団法人であり、また、他の地方整備局における橋梁
の設計・施工技術支援業務の実績も有しているなど、橋梁に関
する設計・施工法や技術評価について高度で専門的な知識と
豊富な経験を有しており、本業務を遂行できる唯一の機関であ
る。
　よって、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条
の4第3号の規定により、（財）海洋架橋・橋梁調査会と随意契
約を行うものである。 見直しの余地があ

るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6537 （財）駐車場整備推進機構
３２　公共交通利用促進施策導
入検討業務（一式）

加藤　恒太郎
中国地方整備局岡山国道事務
所
岡山市富町２－１９－１２

平成17年7月19日 27,615,000

　国道２号岡山市内立体高架橋工事に伴う交通規制により渋
滞の悪化が懸念されており、交通規制時の渋滞を極力緩和す
るためには、ハード面、ソフト面の種々の施策を実施していく必
要がある。本業務では、このような社会的状況を踏まえ、渋滞
緩和方策の一つであるパーク＆ライド施策の緊急的かつ確実
な導入に向けた検討を行うものであり、そのためにはパーク＆
ライド施策に関する専門的な知識や当該施策の導入に向けた
計画策定、関係機関調整などの豊富な実績を有することが不
可欠である。
　財団法人駐車場整備推進機構は、駐車場の整備に関する調
査研究、道路等の公共空間を活用した駐車場および住宅地域
等における駐車場の整備に対する幅広い支援等を行うことに
より、道路の安全かつ円滑な交通の確保、都市機能の向上、
良好な市街地形成を図り、豊かでゆとりある国民生活の実現に
寄与することを目的に設立された公益法人である。これまでに
パーク＆ライド施策を中心とした交通需要マネジメント、駐車場
案内システムの導入検討など駐車マネジメント、道路センサス・
駐車調査の分析・研究など駐車施策に関する調査研究を継続
的に実施するとともに、他の地方整備局においてパーク＆ライ
ド施策の実験計画作成、関係機関調整、社会実験実施、ホー
ムページによる駐車場の情報提供等にも携わるなど、本業務
の遂行にあたり必要な専門的な知識と豊富な実績を有してお
り、本業務を円滑かつ的確に遂行できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、財団法人駐車場整備推進機構と随意
契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6538 （財）先端建設技術センター
５８　岡山国道管内事業計画管
理支援業務（一式）

加藤　恒太郎
中国地方整備局岡山国道事務
所
岡山市富町２－１９－１２

平成17年9月5日 17,115,000

　本業務の実施にあたっては建設事業に関する施工計画やマ
ネジメントシステムについて高度で専門的な知識と経験が必要
不可欠である。
　（財）先端建設技術センターは、建設事業に係わる先端的な
技術に関する調査研究、開発及び活用普及を図ることにより国
土基盤整備の推進を図り、もって国民生活の安定と向上に資
することを目的として設立された財団法人であり、先端建設技
術においては、ISO9001、ISO14001及びプロジェクトマネジメン
トなどの建設事業への導入に関する調査研究及び普及に関す
る業務を行っている。また、他の地方整備局におけるプロジェク
トマネジメントに関する業務の実績を多数有しているなど、建設
事業に係わるプロジェクトマネジメントについて高度で専門的な
知識と豊富な経験を有しており本業務を遂行できる唯一の機
関である。
　よって、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条
の4第3号の規定により、（財）先端建設技術センタ－と随意契
約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6539 （社）中国建設弘済会
生口島道路情報プラザ管理業
務（一式）

小椋　義弘
中国地方整備局福山河川国道
事務所
広島県福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 8,568,000

　本業務の履行にあたっては、当事務所における的確な事業
執行上、安定継続性及び高い処理能力等資質の高い要員の
確保が必要であり、業務処理内容に関する守秘性の確保を基
本とした業務遂行上の誠実性が求められる。また、道路事業や
コミュニケーション活動に精通し、生口島道路に関する知識及
び公平性・中立性な立場でのコミュニケーション活動に関する
知識を有し、道路事業者の視野に立った行政的な知識が不可
欠である。
　（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた社団法人であり、本業務に必要な技術・知識を、長年にわ
たる経験により修得した多数の人材を保有している。
　本業務の実施にあたっては、道路事業における広報活動等
に関する行政的知識を有する人材が必要であるとともに、公平
性・中立性の確保、機密の保持が必要であり、上記法人は業
務遂行に十分な条件を満たすとともに、過去の実績から信頼性
が高く、業務遂行の誠実性において も良好な成績が期待で
きる唯一の機関である。
　よって、「会計法」第２９条の３第４項、「予算決算及び会計令」
第１０２条の４第３号を適用し、上記法人と随意契約を行なうも
のである。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6540 （社）中国建設弘済会 積算資料作成業務（一式）

小椋　義弘
中国地方整備局福山河川国道
事務所
広島県福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 124,456,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6541 （社）中国建設弘済会 福山監督補助業務（一式）

小椋　義弘
中国地方整備局福山河川国道
事務所
広島県福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 196,623,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6542 （社）中国建設弘済会
道路占用適正化促進業務（一
式）

齋藤　実
中国地方整備局福山河川国道
事務所
広島県福山市三吉町４－４－１
３

平成17年9月20日 1,344,000

　本業務は占用関係法令に基づいた適切な遂行が求められ、
占用関係法令をはじめ道路管理制度全般に精通している必要
があるなど専門的知識が求められる特殊な業務であるととも
に、不法占用者を直接訪問し是正指導を行うため、誠実な履行
を必要とする業務である。
　社団法人中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の
進展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的とし
て設立された法人であり、これまで本業務を行ってきており関
連する専門的な知識と技術力を有している。
　本業務の実施に当たっては、法令に準じた適切な対応が求
められる業務であることから、占用関係法令や道路管理制度
全般の専門的知識を有しているとともに、現地の状況を把握し
業務遂行の誠実性が期待できることが不可欠である。社団法
人中国建設弘済会は、本業務において必要とされる諸条件す
べてを満たしており、本業務を遂行できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6543 （財）道路保全技術センター 福山道路防災診断業務（一式）

齋藤　実
中国地方整備局福山河川国道
事務所
広島県福山市三吉町４－４－１
３

平成17年9月27日 11,497,500

　本業務は道路法面等について、防災カルテに基づき現地の
変状等を時系列的に点検調査し専門技術者や必要に応じ道路
防災ドクター制度の活用により災害に至る要因等の技術的診
断を行い、これらの情報を自在に検索できる防災カルテ診断シ
ステムに登録するものであり、極めて高度な道路保全技術・電
子情報技術を同時に必要とする特殊な業務である。
　(財)道路保全センターは道路保全の技術に関する調査・研
究、診断、技術開発、システム開発整備、技術の指導、情報の
収集整理及び提供を行うことにより効率的かつ合理的な保全
技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、
国民生活の向上に寄与することを目的として設立された公益法
人である。また、道路保全に関する同種業務の実績も多く、さら
に平成４年度から発足させた「道路防災ドクター制度」の運営を
当法人に委嘱している等極めて高度な道路保全技術者や電子
情報技術者を有している。
　このため、上記法人は、高度で多種にわたる道路保全に関す
る専門的技術力と豊富な経験に基づく確実性の高い均質な視
点に立った施設点検・診断技術により、点検調査結果について
総合的な見地から高度な技術的診断を行うことができる唯一
の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6544 （財）道路保全技術センター
福山道路施設情報監理業務（一
式）

齋藤　実
中国地方整備局福山河川国道
事務所
広島県福山市三吉町４－４－１
３

平成17年11月21日 14,910,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠。よって、会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により、随意契約を行うものである

18年度以降におい
て当該事務・事業
の委託等を行わな
いもの

－



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6545 （財）日本気象協会
福山管内冬期気象予測業務（一
式）

齋藤　実
中国地方整備局福山河川国道
事務所
広島県福山市三吉町４－４－１
３

平成18年1月19日 4,305,000

　本業務内容は、天候・降雪の深さ・気温の予測を行い、予想
概要、解説を電子メールで発注者に送信するものである。
　業務の遂行にあたっては、高度な知識と豊かな経験を必要と
することから、プロポーザル方式により技術提案を求め、提案
内容が本業務に も適していた上記業者と、会計法第２９条の
３第４項並びに予算決算及び会計令第１０２条の４第３号によ
り、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6546
（財）リバーフロント整備セン
ター

芦田川河川整備計画検討業務

小椋　義弘
中国地方整備局福山河川国道
事務所
広島県福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月26日 23,730,000

本業務は、芦田川の自然再生を中心とする河道計画の策定を
行うものである。検討にあたっては、多くの知識と高度な技術力
が必要であるとともに、河川生態について全国の情報を保有
し、そのデータから河道特性と河川生態についての関係を体系
的に整理したデータを保有している必要があるが、そのような
データを有しているのは当法人が唯一である。また、検討にあ
たっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条
件を満たすのは当該財団以外にない。よって、会計法第２９条
の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号によ
り、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

6547
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

芦田川河口堰管理フォローアッ
プ検討業務

齋藤　実
中国地方整備局福山河川国道
事務所
広島県福山市三吉町４－４－１
３

平成17年7月11日 29,190,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6548 （社）中国建設弘済会 三次監督補助業務（一式）

島田　淳次
中国地方整備局三次河川国道
事務所
広島県三次市十日市西６丁目２
番１号

平成17年4月1日 92,400,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6549 （社）中国建設弘済会 用地補償技術業務　　１式

島田　淳次
中国地方整備局三次河川国道
事務所
広島県三次市十日市西６丁目２
番１号

平成17年4月1日 11,854,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6550 （社）中国建設弘済会 積算資料作成業務　　１式

島田　淳次
中国地方整備局三次河川国道
事務所
広島県三次市十日市西６丁目２
番１号

平成17年4月7日 40,614,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6551 （財）道路保全技術センター
作木大和道路両国トンネル舗装
性状解析業務（一式）

島田　淳次
中国地方整備局三次河川国道
事務所
広島県三次市十日市西６丁目２
番１号

平成17年4月1日 3,517,500

本業務は、作木大和道路両国トンネルについて、将来の維持
管理を含めたライフサイクルコストの縮減を目的に開催してき
た「作木大和道路両国トンネル舗装検討委員会」（以下「委員
会」という。）において決定されたコンクリート舗装を施工時に
データ収集・解析を行うものである。現在までに伊賀和志トンネ
ル及び両国トンネルでの気象（温度、湿度）及びコンクリート内
部の温度分布・歪みを測定、解析を行ってきているところであ
る。本業務を遂行するには、委員会の趣旨を把握し調査結果を
迅速かつ正確に解析・反映し、既存の点検・調査データおよび
施設情報の保管と、舗装技術に関する専門知識、公正なデー
タ収集・分析能力が必要である。（財）道路保全技術センター
は、公正な評価が不可欠である「舗装性能規定審査機関」であ
り、道路舗装技術に関する高度な技術力及び関係資料を保有
している国内 高レベルの機関である。加えて、委員会事務局
を努め成果及び経過等に精通していることから、本業務を効率
的、効果的、公正に実施するには上記財団法人をおいて他に
ない。　したって、「会計法」第２９条の３第４項及び「予算決算
及び会計令」第１０２条の４第３号により随意契約を結ぶもので
ある。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6552 （財）道路保全技術センター
国道５４号三次管内道路施設診
断業務（一式）

島田　淳次
中国地方整備局三次河川国道
事務所
広島県三次市十日市西６丁目２
番１号

平成17年5月16日 3,307,500

道路法面等について、防災カルテに基づき現地の変状等を時
系列的に点検調査し、専門技術者や必要に応じ道路防災ドク
ター制度の活用により、災害に至る要因等の技術的診断を行
い、これらの情報を自在に検索できる防災カルテ点検データ
ベースシステムに登録するものであることから、高度な保全技
術と電子情報技術を同時に必要とする特殊な業務である。
（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調
査・研究、診断、技術開発、システム開発整備、技術指導、情
報の収集・整理及び提供を行うことにより、効率的且つ合理的
な保全技術の向上を図り、道路交通の安全と円滑化に貢献し、
国民生活の向上に寄与することを目的として設立された公益法
人であり、道路保全に関する同種業務の実績も多いこと、更に
国土交通省が平成４年度から発足させた、学識経験者による
「道路防災ドクター制度」の運営を行っており、高度で多種にわ
たる道路保全に関する専門的技術力と豊富な経験の基で、確
実性の高い均質な視点に立った施設点検・診断技術を有して
いることから、点検調査結果について総合的な見地に基づく高
度な技術的診断を行うことができる唯一の機関である。従っ
て、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6553 （財）道路保全技術センター
三次管内道路施設情報監理業
務（一式）

島田　淳次
中国地方整備局三次河川国道
事務所
広島県三次市十日市西６丁目２
番１号

平成17年9月6日 12,232,500

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠。よって、会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により、随意契約を行うものである

18年度以降におい
て当該事務・事業
の委託等を行わな
いもの

－



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6554 （社）中国建設弘済会 三次技術補助業務　　１式

島田　淳次
中国地方整備局三次河川国道
事務所
広島県三次市十日市西６丁目２
番１号

平成17年4月1日 24,465,000

本業務は、三次河川国道事務所管内における河川・道路に
ついての地元・関係機関等協議資料及び、積算に必要な現場
条件等の調査に関する事項、それらに付随する必要な図面・資
料作成に関する事項を業務内容とする技術補助業務である。
（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的として設
立された社団法人であり、その目的を達成するため建設事業
に関する業務の委託等を行っている。この法人は、行政経験が
豊富でかつ専門知識を有する技術者を多数有し、本業務につ
いて多数の実績を有していることから本業務に精通しており、
信頼性、中立性が高く、公平性が確保できる唯一の機関であ
る。なお、本業務実施に当たっては、特に機密の保持が必要で
あることから当法人のみが本業務履行可能である。よって、会
計法２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号の規定により随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6555 （社）中国建設弘済会 太田川河川工事監督補助業務

水野　雅光
中国地方整備局太田川河川事
務所
広島市中区八丁堀３－３０

平成17年4月1日 166,320,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6556 （社）中国建設弘済会 高潮事業調査管理業務

水野　雅光
中国地方整備局太田川河川事
務所
広島市中区八丁堀３－３０

平成17年4月1日 29,820,000

　社団法人中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の
進展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的とし
て設立された社団法人であり、その目的を達成するため建設
事業に関する業務の委託等を行っている。
　本業務の実施にあたっては、地元関係者との調整のための
資料作成や家屋内への立入り調査等、信頼性を要求されると
ともに、経験豊富な専門知識を有する技術者が必要である。ま
た、地元関係者との対応等について豊富な行政経験及び機密
の保持が必要である。
　社団法人中国建設弘済会は、これらの条件を全て充たしてお
り、建設行政について経験豊富な専門知識を有する技術者を
多数有し、現地の状況に精通しているとともに、過去の実績か
ら信頼性・中立性が高く公平性が確保できる唯一の機関であ
る。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、上記社団法人と随意契約を行うもので
ある。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6557 （社）中国建設弘済会 河川管理技術業務

水野　雅光
中国地方整備局太田川河川事
務所
広島市中区八丁堀３－３０

平成17年4月1日 22,470,000

　　業務の遂行にあたっては、業務区間の状況に精通・熟知し
ていること及び河川法等河川管理に関する専門的知識・技術
を有したうえに、河川管理者の視野に立った判断力及び調整
能力を有することが必要不可欠である。また、本業務は、申請
者等河川管理上知り得た個人的情報にもかかわることとなるた
め、業務の施行にあたっては、秘密の保持が強く要求される。
　　(社)中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進
展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立
されたものであり、過去の実績から信頼性が高く業務遂行の誠
実性においても も良好な成果が期待できる唯一の機関であ
る。さらに、本業務に必要な技術・知識を永年にわたる経験に
より修得した多数の人材を有し、この業務遂行に十分な条件を
充たしている。よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号により、上記法人と随意契約を行
うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6558 （社）中国建設弘済会 用地補償技術業務

水野　雅光
中国地方整備局太田川河川事
務所
広島市中区八丁堀３－３０

平成17年4月1日 11,340,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6559 （社）中国建設弘済会
広島西部山系砂防技術補助業
務

水野　雅光
中国地方整備局太田川河川事
務所
広島市中区八丁堀３－３０

平成17年4月1日 55,650,000

　（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的として設
立された社団法人であり、その目的を達成するため建設事業
に関する業務の受託等を行っている。
　本業務の実施にあたっては、地元・関係機関との調整の資料
作成補助が行える行政経験の豊富な人材の確保と事業を的確
に実施するため建設行政について経験豊富な専門知識を有す
る技術者を多数有する必要がある。また、ＩＴ化の推進（ＣＡＬＳ）
に伴い電子納品の義務付け、適正化法の施行による現場施工
体制の確認強化などの対応のため、監督職員との連携をさら
に強化する必要がある。
　（社）中国建設弘済会はこれらの条件を全て充たしており、過
去の実績から信頼性・中立性が高く公平性が確保できる唯一
の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、上記社団法人と随意契約を行うもので
ある。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6560
（財）リバーフロント整備セン
ター

太田川生態工学調査検討業務

水野　雅光
中国地方整備局太田川河川事
務所
広島市中区八丁堀３－３０

平成17年4月27日 20,895,000

本業務は、太田川において実施した河川改修事業が河川環境
に与える影響を把握し、今後の河川環境に配慮した計画、工
事、管理に反映させるものである。検討にあたっては、多くの知
識と高度な技術力が必要であるとともに、河川生態について全
国の情報を保有し、そのデータから河道特性と河川生態につい
ての関係を体系的に整理したデータを保有している必要がある
が、そのようなデータを有しているのは当法人が唯一である。
また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であ
り、これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。よって、
会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

6561
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

高瀬堰管理フォローアップ検討
業務

水野　雅光
中国地方整備局太田川河川事
務所
広島市中区八丁堀３－３０

平成17年7月6日 26,775,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

6562
（財）リバーフロント整備セン
ター

太田川河川利活用調査検討業
務

水野　雅光
中国地方整備局太田川河川事
務所
広島市中区八丁堀３－３０

平成17年9月2日 25,095,000

本業務は、太田川の河川利活用の実態調査を行い、今後の河
川空間の利活用の方針を検討するものである。検討にあたっ
ては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、全国
の河川利用事例の情報を保有し、その事例から河川利活用上
の諸課題、対応策等を分析、類型化したデータを保有している
必要があるが、そのようなデータを有しているのは当法人が唯
一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が
必要であり、これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6563 （社）中国建設弘済会 用地補償技術（その２）業務

水野　雅光
中国地方整備局太田川河川事
務所
広島市中区八丁堀３－３０

平成17年10月14日 5,187,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6564 （社）中国建設弘済会
太田川水防演習企画・運営準備
業務

水野　雅光
中国地方整備局太田川河川事
務所
広島市中区八丁堀３－３０

平成17年10月17日 14,280,000

本業務では、演習の企画から演習までの全過程における適切
なスケジュールの立案と管理、多様かつ非定形な業務遂行能
力及び、水防工法や情報伝達など実践的で臨機に対応できる
経験と知識が必要不可欠である。
社団法人　中国建設弘済会は、「建設行政の推進と建設事業
の進展に寄与し、もって国土開発の発展に資すること」を目的と
して設立された公益法人であり、本業務遂行に必要となる多様
で豊富な経験と知識を有した専門の人材と実施体制を有して
いる。
本業務の実施にあたって、社団法人　中国建設弘済会は、過
去の業務実績があること及び防災活動支援事業として防災エ
キスパート制度や防災技術支援制度の関連事業を行っている
ため、業務にかかる信頼性が高く、迅速かつ的確に本業務を
遂行できる唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（19年度から一般競
争入札等に移行）

6565 （財）建設技術研究所
広島西部山系水理模型実験業
務

水野　雅光
中国地方整備局太田川河川事
務所
広島市中区八丁堀３－３０

平成17年12月15日 22,365,000

基準作成に関わる業務であり、従前までの検討経緯の把握、
全国的な事例に関するデータの保有、学識者とのネットワーク
の他、中立性・客観性が不可欠であり、競争入札にはなじまな
い。よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。 見直しの余地があ

るもの
一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

6566
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

広島西部山系グリーンベルト整
備事業連携に向けた検討業務

水野　雅光
中国地方整備局太田川河川事
務所
広島市中区八丁堀３－３０

平成17年12月15日 19,845,000

当該業務は太田川河川事務所管内において、都市山麓グリー
ンベルトの整備計画及びそのアクションプランを策定するもの
である。当該業務を遂行するにあたっては、①全国の都市山麓
グリーンベルトに関するデータベースや、その基本方針の作成
等に関する専門的な知識、並びに②中立性・公平性等が必要
である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行
う。よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6567 （社）中国建設弘済会 太田川技術補助業務

水野　雅光
中国地方整備局太田川河川事
務所
広島市中区八丁堀３－３０

平成17年12月26日 3,675,000

　本業務の実施にあたっては、次の要件が必要である。１）経
験豊富な専門知識を有する技術者を多数有すること。２）行政
経験の豊富な人材を確保しており、事業実施に関わる技術的
な関係資料等の作成補助が行えること。３）太田川河川事務所
管内の各事業の経緯及び現地の状況に精通していること。４）
IT化の推進(CALS)に伴う電子納品の義務付けなどの対応のた
め、当該施策を熟知していること。５)過去の実績から信頼性、
中立性が確保でき、機密保持が出来ること。
　社団法人中国建設弘済会は、建設行政の推進に寄与し、もっ
て国土開発の発展に資することを目的として設立された社団法
人であり、その目的を達成するため建設事業に関する各種業
務を受託している。　社団法人中国建設弘済会は、これらの要
件の全てを有しており、業務の適正な履行が確保できる唯一の
機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6568 （財）河川情報センター 管内災害予測システム検討業務

水野　雅光
中国地方整備局太田川河川事
務所
広島市中区八丁堀３－３０

平成18年1月23日 39,900,000

当該財団は、レーダ雨量計の合成プログラム（特許出願中）に
ついて著作権を有しているシステムの開発者として、当該合成
システムについて、代替性のない特定の知識等を有している。
本流出予測システムは、リアルタイム、オンラインで当該合成シ
ステムを用いるものであり、当該財団は開発ができる唯一の者
である。よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

①一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９，９５０千円　平
成19年度以降一部一
般競争入札に移行）
②随意契約によらざ
る得ないもの（１９，９

6569
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

広島西部山系砂防情報総合シ
ステム検討業務

水野　雅光
中国地方整備局太田川河川事
務所
広島市中区八丁堀３－３０

平成18年2月8日 10,395,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

6570 （独）土木研究所
風化花崗岩山地における生産
土砂量推定手法に関する調査

水野　雅光
中国地方整備局太田川河川事
務所
広島市中区八丁堀３－３０

平成17年4月19日 30,000,000

・本業務は、砂防基本計画を策定するための指針等に反映さ
せるべく、広島地方の風化花崗岩山地斜面における、広島地
方の風化花崗岩斜面において、調査・観測を実施するととも
に、得られたデータに基づいて、より高度な土砂災害発生予測
手法を開発するものである。
・当該業務において、中規模崩壊の発生を精度よく予測するた
めには、土研が独自に開発途中である斜面の変状を再現し、
崩壊発生タイミング精度を向上させるための不飽和地盤に対
する降雨浸透の特性を考慮したプログラムを用いることが必要
不可欠である。
・当該機関は、上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を
行う。よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6571 （社）中国建設弘済会 用地補償技術業務

秋山　良壮
中国地方整備局江の川総合開
発工事事務所
広島県庄原市三日市町６６７－
１

平成17年4月1日 13,755,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6572 （社）中国建設弘済会 灰塚ダム監督補助業務

秋山　良壮
中国地方整備局江の川総合開
発工事事務所
広島県庄原市三日市町６６７－
１

平成17年4月1日 89,775,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6573 （社）中国建設弘済会 灰塚ダム積算補助業務

秋山　良壮
中国地方整備局江の川総合開
発工事事務所
広島県庄原市三日市町６６７－
１

平成17年4月1日 18,690,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6574 （社）中国建設弘済会 灰塚ダム工事誌編集業務

秋山　良壮
中国地方整備局江の川総合開
発工事事務所
広島県庄原市三日市町６６７－
１

平成17年12月19日 4,987,500

本業務の履行にあたっては、当ダム建設事業に関する多くの
資料の中から、行政的視点での記録保存が必要な重要資料等
を抽出し、要点を簡潔に取りまとめる必要があるため、資料の
抽出、収集及び整理に関する数多くの実績を有しているととも
に、建設行政に関する専門的かつ豊富な知識、経験が必要不
可欠である。
　（社）中国建設弘済会は建設行政の推進と建設行政の進展
に寄与し、もって国土の発展に資することを目的に設立された
社団法人であり、技術資料等の取りまとめについての多くの実
績を有しているとともに、建設行政に関する実務経験が豊富な
多数の人材を有している。また、中国地方整備局管内のダム
工事誌の編集を数多く手がけているとともに、当ダムの工事誌
編集業務を平成１５年度から実施している。更に、当事務所が
保有する行政文書の整理及び管理の実績もあり、建設行政に
係る実務及び当事務所の所有資料にも精通している。
　これらのことから、（社）中国建設弘済会は本業務において必
要とされる諸条件をすべて満たしていることから、本業務を遂
行できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項並びに予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号の規定により、随意契約を行うものであ
る。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6575
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

灰塚ダムモニタリング調査評価
業務

秋山　良壮
中国地方整備局江の川総合開
発工事事務所
広島県庄原市三日市町６６７－
１

平成17年6月29日 27,090,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6576 （社）中国建設弘済会 広島改築監督補助業務（一式）

上田　敏
中国地方整備局広島国道事務
所
広島市南区東雲２丁目１３－２８

平成17年4月1日 106,050,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6577 （社）中国建設弘済会
広島管理他監督補助業務（一
式）

上田　敏
中国地方整備局広島国道事務
所
広島市南区東雲２丁目１３－２８

平成17年4月1日 188,527,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6578 （社）中国建設弘済会
道路・公共交通情報収集提供業
務（一式）

上田　敏
中国地方整備局広島国道事務
所
広島市南区東雲２丁目１３－２８

平成17年4月1日 14,385,000

　本業務は、管内の道路・交通情報に精通していること及び道
路事業に関する知識やバリアフリーに関する知識を有した上
に、的確な情報提供ができる道路管理の視野に立った判断力
が求められる。
　（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた社団法人であり、本業務に必要な技術・知識を、長年にわ
たる経験により修得した多数の人材を保有している。
　本業務の実施にあたっては、道路管理に関する行政的知識
を有する人材が必要であるとともに、公平性・中立性の確保、
機密の保持が必要であり、（社）中国建設弘済会は業務遂行に
十分な条件を満たすとともに、過去の実績から信頼性が高く、
業務遂行の誠実性において も良好な成績が期待できる唯一
の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、上記法人と随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（19年度から一般競
争入札等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6579 （社）中国建設弘済会 用地補償技術業務

上田　敏
中国地方整備局広島国道事務
所
広島市南区東雲２丁目１３－２８

平成17年4月1日 33,285,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6580 （社）中国建設弘済会 積算資料作成業務（一式）

上田　敏
中国地方整備局広島国道事務
所
広島市南区東雲２丁目１３－２８

平成17年4月1日 169,701,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6581 （社）中国建設弘済会
道路占用適正化促進業務（一
式）

上田　敏
中国地方整備局広島国道事務
所
広島市南区東雲２丁目１３－２８

平成17年8月1日 4,305,000

　本業務の遂行にあたっては、不法占用者を直接訪問して占
用制度の説明等を行うことから、管内の道路状況等に精通して
いるとともに道路法等の法令及び道路管理に関する専門的知
識を有したうえに、道路管理者の視野に立った行政的知識や
公平で誠実な対応が必要不可欠である。
　（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れたものであり、本業務に必要な技術・知識を長年にわたる経
験により修得した多数の人材を保有し、業務遂行に十分な条
件を充たすとともに、過去の実績から信頼性が高く、業務遂行
の誠実性において本業務が円滑に遂行できる唯一の機関であ
る。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、上記社団法人と随意契約を行うもので
ある。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6582 （財）道路保全技術センター
安芸バイパス路面性能評価業
務（一式）

上田　敏
中国地方整備局広島国道事務
所
広島市南区東雲２丁目１３－２８

平成17年4月18日 1,522,500

　本業務の遂行にあたっては、評価に関する業務であるため、
発注者又は工事請負者から制約を受けない第３者での履行が
必要となる。また、公平性と守秘義務を確保できる必要があ
る。
また、低騒音機能測定車にて収集したデータの解析には、シス
テムに精通していることのほか、舗装の品質について技術的評
価が行える専門的かつ高度な知識を要する。
　(財)道路保全技術センターは、「道路保全の技術に関する調
査・研究、診断、技術開発、技術の指導、情報の収集及び提供
を行うこと」を目的として設立された公益法人である。
　これまでに、本業務と同様、評価に関する業務として、建設技
術の技術審査・証明及び品質管理審査等の審査証明事業や
性能評価に関する技術の調査・研究を継続的に行っており、公
平な判断と秘密保持に関しても信頼ができる。
　また民間コンサルタントにはない、性能評価に関する技術に
ついて豊富な経験者を複数有しているとともに、道路行政に広
く精通している。
　したがって、(財)道路保全技術センターは、本業務の履行に
必要な条件、要素をすべて満足し、本業務を円滑に遂行できる
総合的で高度な専門的技術力と豊富な経験を有する唯一の機
関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6583 （財）道路保全技術センター 道路施設診断業務（一式）

上田　敏
中国地方整備局広島国道事務
所
広島市南区東雲２丁目１３－２８

平成17年5月31日 11,340,000

本業務の実施内容は、各種道路施設管理システム（以下「ＭＩＣ
ＨＩ等」という。）を活用し、施設点検調査表の作成、調査・診断
結果の登録、及び診断ランク・補修優先度の表示、補修費用の
算定等が策定出来るようシステム構築を行うものである。
また、道路法面等については、防災カルテに基づき、専門技術
者による現地の変状調査・危険度の判定や必要に応じ道路防
災ドクター制度の活用により技術的診断を行う等、本業務は極
めて高度な道路保全技術・電子情報技術を同時に必要とする
特殊な業務である。
(財)道路保全技術センターは、道路保全技術に関する調査研
究･開発、情報システム開発整備、技術の指導･情報の収集整
理･提供を行い効率的　　　　　かつ、合理的な保全技術の向上
を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の
向上を目的に設立された法人であり、同種業務の実績も多く、
極めて高度な道路保全技術者を有しており、「道路防災ドク
ター制度」の運営を実施し、更に本業務で使用するＭＩＣＨＩ等の
運用実績があり、システムに精通している。
本業務の実施にあたって（財）道路保全技術センターは、高度
な道路の保全技術、道路保全に関する情報システム技術を保
有しており、本業務を遂行できる唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号を適用し、上記法人と随意契約を行うもので
ある。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6584 （財）道路保全技術センター
広島国道管内道路施設情報監
理業務（一式）

上田　敏
中国地方整備局広島国道事務
所
広島市南区東雲２丁目１３－２８

平成17年9月14日 43,260,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠。よって、会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により、随意契約を行うものである

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6585 （財）道路環境研究所 広島沿道環境検討業務（一式）

上田　敏
中国地方整備局広島国道事務
所
広島市南区東雲２丁目１３－２８

平成17年4月12日 26,880,000

　本業務を遂行するにあたっては、他の公害訴訟事件等の事
案の収集や訴訟内容の分析が不可欠であり、公害訴訟関係に
対し高い調査能力が極めて重要な要件になる。（財）道路環境
研究所は道路環境訴訟に関する業務に多く携わっており、その
持てる知識、見識が高い。また、国土交通省、道路公団等行政
機関の環境技術・環境対策に関する調査研究を多く手掛けて
おり、国内の 新の環境技術開発、都市圏における環境対策
検討に精通している唯一の機関である。
　従って、「会計法」第２９条の３第４項及び「予算決算及び会計
令」第１０２条の４第３号により随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6586 （財）海洋架橋・橋梁調査会
鋼製橋脚隅角部調査業務（一
式）

上田　敏
中国地方整備局広島国道事務
所
広島市南区東雲２丁目１３－２８

平成17年6月7日 43,103,000

本業務遂行にあたっては、道路橋の調査、設計、施工、点検手
法・診断技術、補修・補強方法等橋梁に関する総合的且つ高
度な知識と豊富な経験を有していることが必要である。また、診
断に際しては業務履行上、公平中立の立場の者が行う必要が
ある。
　（財）海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関
する技術、経済、環境その他の問題についての調査研究、知
識の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることによっ
て、国民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを目的と
した財団である。
　また、道路橋に係わる調査・管理業務の高度な知識・技術・
情報と豊富な経験を有する唯一の公益法人であり、本業務に
必要な上記能力を有する者は、（財）海洋架橋・橋梁調査会に
おいてほかにない。
　したがって、会計法第29号の3第4項及び「予算決算及び会計
令」第102号の4第3号の規定により、上記法人と随意契約を行
うものである

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6587 （財）道路新産業開発機構
ＶＩＣＳシステム更新検討業務（一
式）

上田　敏
中国地方整備局広島国道事務
所
広島市南区東雲２丁目１３－２８

平成17年7月6日 38,451,000

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

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6588 （社）日本交通計画協会
広島南道路道路電車軌道緑化
検討業務（一式）

上田　敏
中国地方整備局広島国道事務
所
広島市南区東雲２丁目１３－２８

平成17年8月10日 6,720,000

本業務は、広島市南区宇品海岸において事業中の国道２号広
島南道路改築事業によって、並行する広島電鉄宇品線の軌道
移設を行うにあたり、周辺の道路空間との一体的な整備を図る
ための軌道緑化（芝生軌道等）の導入について検討を行うもの
で、当該箇所において適用可能な緑化材料及び軌道の構造検
討を行うとともに、既存施工箇所のレビューと新技術の検討に
より具体的な整備計画の策定を行うものである。
今回移設を行う広島電鉄の路面電車は、既存路線へのＬＲＴの
導入を全国に先がけて積極的に行っており、宇品線終点の広
島港周辺は港湾整備と一体的な軌道整備を行うなど、周辺空
間との一体的な整備にも積極的に取り組んでおり、広島南道路
においても軌道との一体的な整備が強く望まれている。社団法
人日本交通計画協会は、道路，鉄道，軌道，港湾，空港等の
交通計画の有機的一体化及び幹線交通網に関連する諸施設
の整備計画の一体化を推進することを目的として設立された社
団法人であり、都市交通計画全般に精通しているとともに、新
交通システムの軌道・車両・電気設備・保守点検設備、自動運
転設備等の調査研究開発や標準仕様の策定、低廉化システ
ムの開発等を行い、導入先進諸都市において主導的役割を果
たしてきた。
また、ライトレール研究部会を立ち上げ、欧州事例の研究や我
が国に導入するための技術開発や提案を行うなどＬＲＴに関す
る広範かつ高度な技術、経験及び知識を有しているとともに、
国土交通省都市地域整備局のＬＲＴ導入に関する補助事業採
択の判断基準の作成や富山港線のＬＲＴ整備の実施設計にお
いて緑化軌道検討の実績を有している。
本業務の実施にあたっては、都市交通計画全般に係る知見は
もとより、日本の道路空間・道路交通事情、道路・鉄道・軌道等
に関する交通施設の一体的な計画、ＬＲＴに関する施設整備、
運行管理、経営等に係る広範かつ高度な技術、経験及び知識
が必要であり、当該業務の契約相手方としては社団法人日本
交通計画協会が唯一の機関である。
したがって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３号に基づき、社団法人日本交通計画
協会と随意契約を行うものである。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6589 （社）日本建設機械化協会
トンネル換気設備高度化検討業
務（一式）

上田　敏
中国地方整備局広島国道事務
所
広島市南区東雲２丁目１３－２８

平成17年10月7日 10,815,000

本業務遂行にあたっては、トンネル換気設備の設計・施工・運
転制御・点検整備に関する専門的かつ高度な知識と豊富な経
験を有していることが必要である。
 　（社）日本建設機械化協会施工技術総合研究所は、建設の
機械化に関する試験研究を実施することにより、建設機械及び
機械化施工に関する技術の向上を図り、建設事業の生産性向
上に寄与することを目的として設立された公益法人である。
　（社）日本建設機械化協会施工技術総合研究所は、トンネル
換気設備の維持管理コスト縮減の調査・研究・開発・試験等を
実施しており、ファジー制御システム（一部特許取得）に関する
専門的かつ高度な技術力を有している唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、上記社団法人と随意契約を行うもので
ある。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6590 （財）道路管理センター
道路・占用物件管理情報処理業
務（一式）

上田　敏
中国地方整備局広島国道事務
所
広島市南区東雲２丁目１３－２８

平成17年4月1日 6,478,500

　当該法人は、道路・占用物件に関する各種情報をＧＩＳ技術を
利用して総合的に管理・提供する「道路管理システム」を開発
し、その著作権を有しているため。
　また、各地整等は、当該法人と道路管理システムの利用に関
する協定を締結しており、その協定に基づき契約するものであ
る。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6591 （社）中国建設弘済会
管内管理関係用地補償等技術
業務（一式）

中村　稔
中国地方整備局山口河川国道
事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 21,000,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6592 （社）中国建設弘済会 用地補償技術業務（一式）

中村　稔
中国地方整備局山口河川国道
事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 13,860,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6593 （社）中国建設弘済会
大竹地区用地調査等技術業務
（一式）

中村　稔
中国地方整備局山口河川国道
事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年11月16日 5,197,500

本業務は、用地取得の合理化を図るとともに、計画的かつ効率
的な用地取得に資するために実施するものであるが、その業
務内容は、補償の対象となる権利形態の調査等業務を指導す
るなど極めて重要なものであり、用地交渉の着手にあたって、
特に地権者との折衝面においてその業務処理の的確性が強く
要求されるものである。
また、本業務の受託者は、用地補償実務全般に高度で専門的
な知識・技術力を有し、かつ、的確な判断力が必要とされる。
以上のことから当地整管内においてこれらの要件を満たす組
織を調査検討したところ、当業務を執行する能力を有する職員
を擁し、業務履行に関して高い信頼性が認められるのは、社団
法人中国建設弘済会が、唯一の機関であると判断される。
また、社団法人中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事
業の進展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的
に昭和４２年５月１日に設立された公益法人であるが、本業務
の内容は当該設立主旨に沿うものであり、かつ、当該業務に関
する実績も豊富である。
よって会計法第２９条の３第４項並びに予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、上記法人と随意契約を行うものであ
る。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6594 （社）中国建設弘済会 戸田地区予備調査業務（一式）

中村　稔
中国地方整備局山口河川国道
事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年12月8日 1,953,000

本業務については、相手方より飼育作業が落ち着く時期及び
鯉ヘルペスなどの病気に対する配慮から鯉の活動がにぶくな
る冬眠期間内（１２月から３月まで）に慎重に調査を行うように
要請されている。
そこで短期間で慎重かつ計画的な業務を遂行するには、調査
要領は言うまでもなく特殊物件に関する専門知識を有している
必要がある。
以上のことから当地整管内においてこれらの要件を満たす組
織を調査検討したところ、当業務を執行する能力を有する職員
を擁し、業務の履行に関して高い信頼性が認められるのは、社
団法人中国建設弘済会の外ないものと判断され、また、過去に
同種業務に実績を有しているものである。
また、社団法人中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事
業の進展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的
に昭和４２年５月１日に設立された公益法人であるが、本業務
の内容は当該設立主旨に沿うものである。
よって会計法第２９条の３第４項並びに予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、上記法人と随意契約を行うものであ
る。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6595 （社）中国建設弘済会 山口監督補助業務（一式）

中村　稔
中国地方整備局山口河川国道
事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 156,345,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6596 （社）中国建設弘済会
不法占用物件適正化業務（一
式）

中村　稔
中国地方整備局山口河川国道
事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年9月13日 8,767,500

本業務の受託者は占用関係法令をはじめ、道路管理制度全般
に精通していることが必要である。さらに、本業務は不法占用
者を直接訪問し占用制度及び占用手続きに関する説明を行う
ため、誠実な履行が強く求められている。
（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の発展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れたものであり、本業務に必要な知識を永年に渡る経験により
修得した多数の人材を保有し、業務遂行に十分な条件を満た
すとともに、過去の実績から信頼性が高く、業務遂行の信頼性
において も良好な成果が期待できる唯一の機関である。
以上のことを勘案し適切な業者について考査したところ、上記
法人以外に認められないので、会計法第２９条の３第４項並び
に予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、上記法人と
随意契約しようとするものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6597 （社）中国建設弘済会 防府外監督補助業務（一式）

中村　稔
中国地方整備局山口河川国道
事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 216,300,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6598 （社）中国建設弘済会 山口積算資料作成業務（一式）

中村　稔
中国地方整備局山口河川国道
事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 268,411,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6599 （財）道路保全技術センター
厚狭・埴生バイパス切土法面緑
化技術検討業務（一式）

中村　稔
中国地方整備局山口河川国道
事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年6月23日 8,505,000

（財）道路保全技術センターは、道路の保全に関する総合的な
技術の開発を行い、効率的な保全技術を広く提供することを目
的として設立され、法面の緑化技術を含めた法面の維持管理
について専門的かつ高度な技術力を有している。
本業務の実施にあたっては、法面の緑化に関する技術又は情
報等の高度な総合化が必要であり、（財）道路保全技術セン
ターは、法面の緑化に関する技術又は情報等の高度な総合化
に関する豊富な情報と収集能力、特定の経験、知識を有してお
り、本業務を遂行できる唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項、及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6600 （財）道路保全技術センター
萩・三隅道路舗装検討業務（一
式）

中村　稔
中国地方整備局山口河川国道
事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年7月13日 5,670,000

本業務の実施にあたっては、既存の点検・調査データおよび施
設情報の保管と、道路防災や舗装技術に関する専門知識、公
正なデータ収集・分析能力が必要な特殊業務である。
（財）道路保全技術センターは、公正な評価が不可欠である「舗
装性能規定審査機関」であり、外部専門家の活用経験、同種
業務の経験も豊富で、高度な道路保全技術者を有している。ま
た、平成４年度から発足させた「防災ドクター制度」の運営を
行っており、極めて高度な道路保全技術者を有しており、さらに
道路施設管理データベース等を唯一保有しており、これらのシ
ステムを調達するには膨大な時間と経費が必要になるため、本
業務を実施できる業務の特殊性をすべて満足しており、本業務
を効率的、効果的、公正に実施するには当法人をおいて他に
ない。
従って、「会計法」第２９条の３第４項及び「予算決算及び会計
令」第１０２条の４第３号を適用し、随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6601 （財）道路保全技術センター
山口管内道路施設情報監理業
務（一式）

中村　稔
中国地方整備局山口河川国道
事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年8月19日 36,277,500

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠。よって、会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により、随意契約を行うものである その他のもの

－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6602 （財）道路保全技術センター 管内道路防災診断業務（一式）

中村　稔
中国地方整備局山口河川国道
事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年8月23日 27,405,000

本業務の実施内容は、各種道路施設管理システム（以下「ＭＩＣ
ＨＩ等」という。）を活用し、施設点検調査表の作成、調査・診断
結果の登録、及び診断ランク・補修優先度の表示、補修費用の
算定等が策定出来るようシステム構築を行うものである。
また、道路法面等については、防災カルテに基づき、専門技術
者による現地の変状調査・危険度の判定や必要に応じ道路防
災ドクター制度の活用により技術的診断を行う等、本業務は極
めて高度な道路保全技術・電子情報技術を同時に必要とする
特殊な業務である。
（財）道路保全技術センターは、道路保全技術に関する調査研
究・開発、情報システム開発整備、技術の指導・情報の収集整
理・提供を行い効率的かつ、合理的な保全技術の向上を図り、
道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上を目的に
設立された法人であり、同種業務の実績も多く、極めて高度な
道路保全技術者を有しており、「道路防災ドクター制度」の運営
を実施し、更に本業務で使用するＭＩＣＨＩ等の運用実績があり、
システムに精通している。
本業務の実施にあたって（財）道路保全技術センターは、高度
な道路の保全技術、道路保全に関する情報システム技術を保
有しており、本業務を遂行できる唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号を適用し、上記法人と随意契約を行うもので
ある。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6603 （財）道路保全技術センター
ＬＣＣシステム（橋梁・ＢＯＸ）外保
守点検業務（一式）

中村　稔
中国地方整備局山口河川国道
事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年11月2日 18,312,000

本業務の実施にあたっては、ライフサイクルコスト考慮した道路
施設管理システムの構築に精通した専門技術者を有し、高度
な技術的判断が行えることが必須条件である。
（財）道路保全技術センターは、道路保全技術に関する調査、
研究、診断、情報システム開発、整備、技術指導、情報の収集
整理・提供を行い、効率的且つ合理的な保全技術の向上を図
り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上
に寄与することを目的として設立された公益法人であり、道路
施設に関する健全度診断、対策工法等の調査研究の実績も多
く、また、学識経験者による「道路防災ドクター制度」の運営を
行っており、高度で多種にわたる道路保全に関する専門的技
術力と豊富な経験の基で、統一的な知見と視点に立った施設
点検・診断技術を有していることから本業務を円滑に遂行出来
る唯一の機関である。
従って、「会計法」第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号を適用し、上記法人と随意契約を行うもの
である。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6604 （財）道路空間高度化機構
観光交流支援施策策定業務（一
式）

中村　稔
中国地方整備局山口河川国道
事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年9月21日 19,876,500

本業務を遂行するにあたっては、各種団体を含めた委員会及
び意見聴取を実施するため、関係する行政機関や関連団体・
民間団体との連絡調整及び地域との合意形成が不可欠であ
る。さらには当該地域との合意形成が不可欠である。さらには
当該地域において道路・都市整備に関係する各機関の所管事
業や計画等を十分調査・把握すると共に関係法令や条例の把
握、全国的な事例収集など幅広い知識経験とが必要である。
（財）道路空間高度化機構は、道路と建築物等との立体整備、
道路とその沿道の建築物等の一体的整備、道路空間等を活用
した交通結節点の整備、道路空間バリアフリー化、道路景観の
整備・改善、その他の道路空間の有効かつ高度な利用を図る
ための事業（以下「道路空間高度化事業」という。）を推進する
ため、道路空間高度化事業に関する調査研究、技術の開発等
を行うことにより、道路の整備及びこれに併せた良好な市街地
形成並びに安全・円滑な交通の確保を図るとともに、活力ある
地域社会の創生等に貢献し、もって国民生活の向上に寄与す
ることを目的として設立された公益法人である。これまでに、景
観・観光に視点をおいた施策検討として、全国の歴史国道にお
ける標識等道路空間のデザインを行うなど数多くの検討業務を
実施しており、行政上の豊富な知識や経験と共に、全国的な業
務の掌握や幅広い知見と専門的かつ高度な技術力を有してい
る。また、業務の実施に必要な他の関係公的機関との連絡調
整等に精通している。
本業務の実施にあたっては、道路景観の整備・改善など道路
空間の利用に関する高度な知識を持ち、各機関との連絡調
整、地域との合意形成の手法に精通していることが必要であ
り、（財）道路空間高度化機構は本業務を円滑かつ確実に遂行
できる唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項並びに予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6605 （社）中国建設弘済会
佐波川水防演習企画・運営業務
（一式）

中村　稔
中国地方整備局山口河川国道
事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年4月25日 31,290,000

業務実施には、適切なスケジュールの立案と管理、短期間で
の資料準備、演習の運営管理に至る企画から演習の運営まで
の全過程における、多様且つ非定形な業務遂行能力及び、水
防工法や情報伝達など実践的で臨機に対応できる経験と知識
が必要不可欠である。（社）中国建設弘済会は、建設行政の推
進と建設事業の発展に寄与し、もって国土開発の発展に資す
ることを目的に設立された公益法人であり、本業務遂行に必要
となる多様で豊富な経験と知識を有した専門の人材と実施体
制を有し、また過去の業務実績から業務にかかる信頼性が高
く、迅速且つ的確な業務遂行が可能な唯一の機関である。よっ
て、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（19年度から一般競
争入札等に移行）

6606 （社）中国建設弘済会 島地川ダム監視業務（一式）

中村　稔
中国地方整備局山口河川国道
事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 9,387,000

本業務は、ダム管理区間の状況に精通し、ダム管理に関する
豊富な経験と河川法等関係法令の専門的知識を有するととも
に、高度な守秘義務や中立性、公平性が求められる特殊な業
務である。（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事
業の発展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的
に設立された公益法人であり、これまでもダム監視業務等の行
政補助に係わる業務や、ダムに関する研究、取り組み等を継
続的に実施してきており、ダム管理に関する豊富な経験と専門
的知識、信頼性を有している。本業務の実施に当たっては、現
地状況に精通し、ダム管理に関する豊富な経験と専門的知
識、公平性等が必要であるが、（社）中国建設弘済会はこれら
すべてを有しており、本業務を遂行できる唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6607 （社）中国建設弘済会
島地川ダム監理補助業務（一
式）

中村　稔
中国地方整備局山口河川国道
事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 7,465,763

本業務は、ダム管理区間等の状況に精通し、ダム管理に関す
る豊富な経験と河川法等関係法令の専門的知識を有するとと
もに、高度な守秘義務や中立性、公平性が求められる特殊な
業務である。（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設
事業の発展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目
的に設立された公益法人であり、これまでもダム管理補助業務
等の行政補助に係る業務や、ダムに関する研究、取り組み等
を継続的に実施してきており、ダム管理に関する豊富な経験と
専門的知識、信頼性を有している。本業務の実施に当たって
は、現地状況に精通し、ダム管理に関する豊富な経験と専門
的知識、公平性等が必要であるが、（社）中国建設弘済会はこ
れらすべてを有しており、本業務を遂行できる唯一の機関であ
る。よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6608 （社）中国建設弘済会
道路事業ＰＭ支援検討業務（一
式）

山田　周一
中国地方整備局中国幹線道路
調査事務所
山口県岩国市今津町１丁目１３
－２２

平成17年8月11日 40,950,000

当業務は、道路事業の計画立案を補助するものであり、仮に
道路事業計画に関する情報が漏洩した場合には、適正な競争
が阻害され、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の
守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき
業務である。この業務については、専門的な知識・経験及び中
立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下にお
いて高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行させ
る必要がある。よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号により随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6609 国土環境（株）
関門海域海生生物調査業務（一
式）

村尾　好昭
中国地方整備局中国幹線道路
調査事務所
山口県岩国市今津町１丁目１３
－２２

平成17年11月2日 10,185,000

　本業務は、「関門海峡道路」に係る環境調査のうち、関門海
域におけるスナメリの生息実態及び移動特性を把握することを
目的として、関門海域において測定機器等の利用と目視による
確認調査を行うものである。
　本業務内容について、プロポーザル方式により審査を行った
結果、提案内容が 適であった業者に契約の相手が特定され
る。
　よって、会計法第２９条の３項第４項に予算決算及び会計法
第１０２条の４号第３号により、随意契約を締結するものであ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

6610 八千代エンジニアリング（株）
廿日市大竹間道路計画検討業
務（一式）

山田　周一
中国地方整備局中国幹線道路
調査事務所
山口県岩国市今津町１丁目１３
－２２

平成17年7月22日 23,625,000

　本業務は、広島県廿日市～大竹間における国道２号の現状
の交通特性・課題を踏まえて、現道の機能強化による短・中期
的な対応策と長期的な幹線道路網の計画について検討を行う
ものである。
　本業務内容について、プロポーザル方式により審査を行った
結果、提案内容が 適であった業者に契約の相手方が特定さ
れる。
　よって、会計法第２９条の３第４項並びに予算決算及び会計
法第１０２条の４第３号により、上記業者と随意契約を締結する
ものである。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6611 （財）国土技術研究センター
中国地方の特色を活かした道路
整備のあり方に関する調査業務
（一式）

山田　周一
中国地方整備局中国幹線道路
調査事務所
山口県岩国市今津町１丁目１３
－２２

平成17年6月22日 30,450,000

　地域の創意工夫を活かし、中国地方の特色・個性を発揮した
地域づくりを道路交通の観点から支援・協働していくために、今
までの全国一律な規格・基準や進め方ではない柔軟な進め方
への転換が求められている。
　本業務は、諸外国における道路事情と道路行政の進め方、
道路の持つ多様な機能、そして市民参加の道路行政への係わ
り方等について調査を行い、広報を行うとともに広く意見聴取を
行うものである。
　また、どうすれば中国地方は、現存する地方の課題を克服
し、豊かな生活の場として再生されるのか。交通という切り口で
諸外国の事例から交通社会のあるべき姿を提案するものであ
る。
　本業務では、国内や諸外国における道路行政等に関する専
門的かつ豊富な知識が求められる特殊な業務である。
　財団法人国土技術研究センターは、国と社会が要請する新し
い建設技術に関する調査研究を総合的かつ効果的に行うと共
に、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術
の向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与することを目的と
して設立された財団法人であり、これまで、全国のタウン誌の
ネットワーク形成業務やコミュニケーション型行政の推進手法
に関する調査等、数多くの「情報提供手法」や「市民参加による
道路行政」に関する調査・研究を行ってきている。特に、諸外国
の道路行政についても専門的かつ高度な知識を有している。
　本業務の実施に当たっては、情報提供に精通し、国内及び諸
外国の道路行政等に関する事例についての専門的かつ豊富
な知識を必要とする。
　財団法人国土技術研究センターは、本業務において必要とさ
れる諸条件を満たしている唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３
号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6612 （財）国土技術研究センター
道路景観を対象とした効果的な
啓発活動に関する検討業務（一
式）

山田　周一
中国地方整備局中国幹線道路
調査事務所
山口県岩国市今津町１丁目１３
－２２

平成17年9月13日 4,179,000

　本業務を遂行するにあたっては、道路の機能や役割といった
道路自体の知識に加え、景観面やまちづくりに関する高度な知
識と豊富な経験や、国内の法制度や事業制度等の行政的な知
見を有し、諸外国等における良好な道路景観等の事例を把握
している必要がある。
　また、国民に対する啓発活動を効率よく効果的に進めていく
ためには、景観やデザイン等に関する学識経験者等の知見を
適切に取り入れていく必要がある。
　財団法人　国土技術研究センターは、国と社会が要請する新
しい建設技術に関する調査研究を総合的、且つ、効果的に行う
とともに、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設
技術の向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与することを目
的として設立された財団法人である。
　当法人は道路行政についての十分な知識を有し、道路行政
の推進方策や広報活動に関する業務を多数実施しており、本
業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の機関である。
　よって、会計法第29条の3第4項及び、予算決算及び会計令
第102条の4第3号の規定により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

6613 （財）国土技術研究センター
中国地方に於ける道路施策フォ
ローアップ検討業務（一式）

村尾　好昭
中国地方整備局中国幹線道路
調査事務所
山口県岩国市今津町１丁目１３
－２２

平成18年1月27日 20,475,000

　財団法人　国土技術研究センターは、国と社会が要請する新
しい建設技術に関する調査研究を総合的、且つ、効果的に行う
とともに、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設
技術の向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与することを目
的として設立された財団法人であり、これまでその技術を踏ま
えて道路行政に関するコミュニケーション活動及び道路整備計
画の策定に関する数多くの検討業務を実施し、道路局重点施
策及び関連施策の推進やアカウンタビリティー向上方策等につ
いて幅広い知見を有しており、本業務を遂行するに必要な要件
を備えた唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号の規定により、随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6614 （財）国土技術研究センター
高速自動車国道の管理水準に
関する検討業務（一式）

村尾　好昭
中国地方整備局中国幹線道路
調査事務所
山口県岩国市今津町１丁目１３
－２２

平成18年2月7日 19,950,000

　本業務の遂行にあたっては、高速自動車国道、高規格幹線
道路に関する調査研究実績を有すると共に、それら道路の管
理基準等について熟知した上で、直轄高速の公共性及び公益
性を考慮した今後の管理の方向性を示すため、高度かつ専門
的で行政的観点の能力が必要である。
　財団法人国土技術研究センターは、「国と社会が要請する新
しい建設技術に関する調査研究を総合的、かつ、効果的に行
なうとともに、新しい建設技術の活用と普及を行なうこと」等を
目的に設立された公益法人であり、過年度において「高速自動
車国道の今後の整備のあり方等に関する調査検討業務」、「高
規格道路等に関する新しい道路構造に関する調査業務」等の
調査研究実績を有しており、また、道路行政の政策立案や事
業効果の評価手法等の高度かつ専門的な調査研究ノウハウを
広範囲に有している。
　以上のことから、本業務を円滑かつ的確に遂行できるのは財
団法人国土技術研究センターの他に無いと判断される。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号の規定により、随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

6615 （財）国土技術研究センター
中国地方道路交通安全施策推
進検討業務（一式）

村尾　好昭
中国地方整備局中国幹線道路
調査事務所
山口県岩国市今津町１丁目１３
－２２

平成18年2月17日 18,900,000

　本業務の遂行にあたっては、これまでの道路交通安全施策
に関する専門的な知識と豊富な経験を有しているとともに、「道
路分科会基本政策部会」における新たな道路交通安全施策に
ついて検討経過や今後の交通安全施策の方向性について議
論等を新たな交通安全施策について詳細に熟知していること
が必要である。また、交通安全だけでなく、地域の課題等を調
査分析し、地域の動きと連携した地域活性化支援方策を提案
できるような専門的な知識と豊富な経験を有し、幅広い観点か
ら検討できる能力を有していることが必要である。
　財団法人国土技術研究センターは、交通安全に関する様々
な施策（コミュニティ・ゾーン、バリアフリー、自転車利用環境、
交通安全総点検）の業務経験を有し、また新たな道路交通安
全施策（あんしん歩行エリア、くらしのみちゾーン等）に関しても
立案段階から携わり、「道路分科会基本政策部会」での道路交
通安全に関する資料作成や「歩行者・自転車優先アドバイザー
会議」の運営、「道路の移動円滑化整備ガイドライン」の策定、
「自転車利用環境整備ガイドライン（案）」の検討など多岐にわ
たり新たな道路交通安全施策に関わっている。
　また、地域づくりや地域活性化についても「元気なまちづくりマ
ニュアル」の策定や「中国地方の農村部における地域振興計
画調査検討業務」「地域活性化方策検討業務」の業務経験が
豊富にあることから、本業務遂行にあたっての十分な知見と高
度な知識と経験を有している。
　以上のことから、上記法人は、本業務の目的を達成するにあ
たり、 も円滑で効果的な遂行のできる唯一 適の機関であ
る。
　よって、上記法人と、会計法29条の3第4項、予決令102条の4
第3号に該当し、随意契約を締結するものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6616 （財）道路新産業開発機構
中国地方スマートＩＣ検討業務
（一式）

山田　周一
中国地方整備局中国幹線道路
調査事務所
山口県岩国市今津町１丁目１３
－２２

平成17年4月1日 28,980,000

　本業務の履行にあたっては、ＥＴＣに関する研究開発につい
て実績を有し、かつ、民間独自の開発技術の活用や、関連有
料道路管理者との調整等、官民の中立的立場による情報収
集・調整能力を持ち、幅広い観点から総合的に検討する事が
必要であり、（財）道路新産業開発機構は、「道路に関連する新
しい産業分野について調査研究を行うとともにその開発プログ
ラムの策定等により、道路機能の健全な発展と道路整備の拡
充に貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与
すること」を目的として、昭和５９年に設立された公益法人で、
現行ＥＴＣの技術検討及び有料道路管理者との調整を行って、
「ＥＴＣの開発推進に関する技術的検討」に携わり、ノンストップ
自動料金支払いシステム開発の技術的支援や、共通仕様の検
討・作成などＥＴＣの実用化における検討を継続的に実施し、本
業務を実施出来る唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

①１８年度以降にお
いて一般競争入札に
移行したもの
(11,441,000円)
②一般競争入札に移
行するための準備に
時間を要するもの
(17,539,000円、１８年
度契約では企画競争
を実施し１９年度以降
総合評価方式による
一般競争に移行)

公募手続き
を導入

6617 （財）道路新産業開発機構
中国地方スマートＩＣ検討（その
２）業務（一式）

山田　周一
中国地方整備局中国幹線道路
調査事務所
山口県岩国市今津町１丁目１３
－２２

平成17年6月21日 141,120,000

　本業務の履行にあたっては、ＥＴＣに関する研究開発につい
て実績を有し、関連有料道路管理者との調整等、官民の中立
的立場による情報収集・調整能力を持ち、幅広い観点から総合
的に検討する能力が必要である。
　（財）道路新産業開発機構は、「道路に関連する新しい産業分
野について調査研究を行うとともにその開発プログラムの策定
等により、道路機能の健全な発展と道路整備の拡充に貢献し、
もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与すること」を目
的として昭和５９年に設立された公益法人であり、現行ＥＴＣの
技術検討及び有料道路管理者との調整を行って「ＥＴＣの開発
推進に関する技術的検討」に携わり、ノンストップ自動料金支
払いシステム開発の技術的支援や、共通仕様の検討・作成な
どＥＴＣの実用化に向けた研究・開発を継続して実施しており、
本業務を実施出来る唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

①１８年度以降にお
いて一般競争入札に
移行したもの
(119,067,000円)
②一般競争入札に移
行するための準備に
時間を要するもの
(22,053,000円、１８年
度契約では企画競争
を実施し１９年度以降
総合評価方式による
一般競争に移行)

公募手続き
を導入

6618 （財）道路新産業開発機構
中国地方スマートＩＣ検討（その
３）業務（一式）

村尾　好昭
中国地方整備局中国幹線道路
調査事務所
山口県岩国市今津町１丁目１３
－２２

平成18年2月28日 115,500,000

　本業務の履行にあたっては、ＥＴＣに関する研究開発につい
て実績を有し、関連有料道路管理者との調整等、官民の中立
的立場による情報収集・調整能力を持ち、幅広い観点から総合
的に検討する能力が必要である。
　（財）道路新産業開発機構は、「道路に関連する新しい産業分
野について調査研究を行うとともにその開発プログラムの策定
等により、道路機能の健全な発展と道路整備の拡充に貢献し、
もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与すること」を目
的として昭和５９年に設立された公益法人であり、現行ＥＴＣの
技術検討及び有料道路管理者との調整を行って「ＥＴＣの開発
推進に関する技術的検討」に携わり、ノンストップ自動料金支
払いシステム開発の技術的支援や、共通仕様の検討・作成な
どＥＴＣの実用化に向けた研究・開発を継続して実施しており、
本業務を実施出来る唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

①１８年度以降にお
いて一般競争入札に
移行したもの
(94,173,000円)
②一般競争入札に移
行するための準備に
時間を要するもの
(21,327,000円、１８年
度契約では企画競争
を実施し１９年度以降
総合評価方式による
一般競争に移行)

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6619 （財）海洋架橋・橋梁調査会
関門海峡道路整備手法検討業
務（一式）

村尾　好昭
中国地方整備局中国幹線道路
調査事務所
山口県岩国市今津町１丁目１３
－２２

平成17年10月17日 11,130,000

　財団法人　海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋に関する技
術、経済、環境その他の問題についての調査研究、知識の普
及等を行い、国土の均衡ある発展と国民経済の発達に寄与す
ることを目的として設立された財団法人である。
　当法人は、本州四国連絡橋をはじめとする、国内外の海峡部
長大橋における調査・検討及び、大規模プロジェクトの事業手
法に関する調査や新たな事業手法の研究を実施し、高度な専
門知識・経験と広範な知見を有しており、国土交通省をはじめ
公的機関から事業手法や整備手法の検討について幅広い実
績を有しており、本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一
の機関である。
　よって、会計法第29条の3第4項及び、予算決算及び会計令
第102条の4第3号の規定により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6620 （財）海洋架橋・橋梁調査会
関門海峡道路橋梁構造検討業
務（一式）

村尾　好昭
中国地方整備局中国幹線道路
調査事務所
山口県岩国市今津町１丁目１３
－２２

平成17年11月30日 5,985,000

　本業務を遂行するには、調査検討の経緯、内容を十分理解
し、長大橋に関する調査、設計、構造検討に加え、コスト縮減、
工期短縮、新技術の採用等に関する高度な専門知識・経験と

先端の技術情報が必要である。
　財団法人　海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋に関する技
術、経済、環境その他の問題についての調査研究、知識の普
及等を行い、海洋架橋事業の円滑な進展を図ることによって、
国土の均衡ある発展と国民経済の発達に寄与することを目的
として瀬戸大橋の着工に先立つ昭和53年 4月に建設大臣の許
可を得て設立され、平成16年 4月に財団法人　道路保全技術
センターの橋梁部門と統合し、財団法人　海洋架橋・橋梁調査
会に名称を変更したもので、本州四国連絡橋をはじめとする、
国内外の海峡部長大橋における調査設計、施工法等の検討に
関わり、長大橋に関する新旧の技術の蓄積と経験を豊富に保
有している。
　また、超長大橋の新しい構造形式、大規模基礎施工法検討
などの先端的な課題について積極的に対応するため自主研究
を実施しているとともに、本州四国連絡高速道路株式会社（平
成 17年 10月　本州四国連絡橋公団より名称変更）から委託を
受け、道路橋示方書等の基準類にあてはまらない長大橋に関
する技術指針、設計法など多岐にわたる技術的検討を行い、
高度な専門知識と情報を蓄積している唯一の機関である。
　よって、会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び会計令
第102条の4第3号の規定により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6621 （財）交通統計研究所
道路交通センサスにおける営業
用車調査業務（一式）

山田　周一
中国地方整備局中国幹線道路
調査事務所
山口県岩国市今津町１丁目１３
－２２

平成17年9月8日 18,259,500

当該業務は、道路交通センサスＯＤ調査における営業用車類
調査に関するデータの提供や、路線バスの転記作業、営業用
車の実査管理を行うものであり、実査管理では、全国及び各都
道府県におけるタクシー協会、トラック協会、バス協会と陸運
局、陸運支局と調整を図りながら、調査手法の説明会を実施、
調査票等の調査物件の提供、調査後の調査票の検査を行う業
務である。
財団法人 交通統計研究所は、昭和３７年４月、運輸大臣の認

可により、交通統計の理論及び方法の研究並びに調査作成を
行い交通統計の改善発達及びその普及を図って交通事業の
発展に貢献することを目的として設立された公益法人である。

また、交通統計に関する情報の収集・整備の他、交通統計調
査の実施及び分析等長年にわたり行い、交通運輸に関する業
務知識、各種運輸関係報告帳票に関する専門知識に精通して
いる。

本業務の実施に当たっては、様々な協会等を統括的な立場
から調整を図る上で、公共公益性のある機関が特定の地域及
び機関にとらわれることなく、とりまとめる必要があり、営業用
車類調査に際し、対象企業から機密情報の提供・協力を得るた
めには、調査実施機関が公的な信頼性を有する必要がある。

また、調査を実施するにあたっては、交通統計理論、交通統
計及び関連統計の収集整備に熟知している必要があり、統計
事務等に精通した作業体制が必要となる。

財団法人 交通統計研究所は、本業務に必要とされるこれら
諸条件を全て満たしている唯一の機関である。

よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6622 （社）中国建設弘済会 土師ダム監督補助業務

永田　智久
中国地方整備局土師ダム管理
所
広島県安芸高田市八千代町土
師３６９－２４

平成17年4月1日 21,315,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6623 （社）中国建設弘済会 土師ダム積算補助業務

永田　智久
中国地方整備局土師ダム管理
所
広島県安芸高田市八千代町土
師３６９－２４

平成17年4月1日 19,845,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6624 （社）中国建設弘済会 弥栄監督補助業務（一式）

土江  秀治
中国地方整備局弥栄ダム管理
所
広島県大竹市小方町小方８１３
－１

平成17年4月1日 15,225,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6625 （社）中国建設弘済会 八田原ダム監視業務

石田　正和
中国地方整備局八田原ダム管
理所
広島県世羅郡世羅町大字小谷
字苦谷山１１００－１

平成17年4月1日 20,034,000

本業務の遂行にあたっては、ダム管理区間の状況に精通・熟
知していること及び河川法等の法令、ダム管理に関する専門
的知識を有していること、また閉庁時の地元関係者・関係機関
等からの問合せ等の対応や、緊急時の迅速・正確な職員への
連絡がとれることが必要不可欠である。（社）中国建設弘済会
は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与し、国土開発の
発展に資することを目的として設立された社団法人で、建設事
業を支援する広範囲な事業を行っており、本業務に携わる者へ
の教育を実施するなどダム管理に関する専門的知識及び経験
が豊富である。さらには過去の実績から高い信頼性を有してお
り本業務を遂行できる唯一の機関である。よって、会計法第２９
条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号を適用
し、随意契約を締結するものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6626 （社）中国建設弘済会 八田原ダム管理補助業務

石田　正和
中国地方整備局八田原ダム管
理所
広島県世羅郡世羅町大字小谷
字苦谷山１１００－１

平成17年4月1日 7,560,000

本件の遂行にあたっては、ダム管理の基本的知識及び経年的
資料の把握、監視機器の記録内容等の知識を熟知しているこ
とが必要不可欠である。社団法人中国建設弘済会は、建設行
政の推進及び進展に寄与し、もって国土開発の発展に資する
ことを目的に設立されたものであり、過去の実績から信頼性が
高く、業務遂行の確実性においても も良好な成果が期待でき
る唯一の機関である。さらに、本件に必要な技術・知識を永年
にわたる経験により修得した多数の人材を保有し、この業務を
遂行するには当法人をおいて他にはない。よって、会計法第２
９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号によ
り、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6627 （社）中国建設弘済会
八田原ダム管理補助（その２）業
務

石田　正和
中国地方整備局八田原ダム管
理所
広島県世羅郡世羅町大字小谷
字苦谷山１１００－１

平成17年4月1日 14,161,023

本件の遂行にあたっては、ダム管理の基本的知識及び経年的
資料の把握、河川法等の法令、河川管理に関する専門的知
識・技術を有していると共に監視機器の記録内容等の知識を
熟知していることが必要不可欠である。社団法人中国建設弘
済会は、建設行政の推進及び進展に寄与し、もって国土開発
の発展に資することを目的に設立されたものであり、過去の実
績から信頼性が高く、業務遂行の確実性においても も良好な
成果が期待できる唯一の機関である。さらに、本件に必要な技
術・知識を永年にわたる経験により修得した多数の人材を保有
し、この業務を遂行するには当法人をおいて他にはない。よっ
て、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6628
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

八田原ダム水環境改善検討業
務

石田　正和
中国地方整備局八田原ダム管
理所
広島県世羅郡世羅町大字小谷
字苦谷山１１００－１

平成17年9月14日 19,582,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6629 （社）中国建設弘済会 温井ダム監督補助業務（一式）

岡　公雄
中国地方整備局温井ダム管理
所
広島県山県郡安芸太田町大字
加計1956－2

平成17年4月1日 16,800,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6630
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

温井ダムモニタリング検討業務
（一式）

岡　公雄
中国地方整備局温井ダム管理
所
広島県山県郡安芸太田町大字
加計1956－2

平成17年6月8日 19,005,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6631 （財）日本気象協会
温井ダム流出量予測システム検
討業務（一式）

岡　公雄
中国地方整備局温井ダム管理
所
広島県山県郡安芸太田町大字
加計1956－2

平成18年2月6日 3,465,000

本業務では、気象・防災に関する 新情報を迅速かつ的確、２
４時間態勢でリアルタイムに提供するとともに、 新の技術（予
測手法及びシステム等）を用いて予測精度向上に努める必要
があるため、気象観測、予測手法、システム等について豊富な
経験と専門的知識が求められる。
（財）日本気象協会は、国の事業（気象情報の提供や技術コン
サルティング等）を補完する役割を担うことを目的に設立された
公益法人であり、これまで気象と防災情報の提供、気象と防災
知識の普及事業、気象と環境に関する調査研究及び技術開発
等を継続的に実施してきており、気象分野の観測からシステム
化までの全てにおいて専門的かつ高度な技術力を有している。
本業務の実施にあたっては、気象全般における観測からシス
テム化までの流れを全てカバーしているとともに、迅速かつ的
確な気象情報の提供等が必要不可欠であり、（財）日本気象協
会に関する特殊技術、システム、データ等を保有しており、本
業務を遂行できる唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により、上記業者と随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

6632 （社）中国建設弘済会 苫田ダム水質分析業務（一式）

本多　卓志
中国地方整備局苫田ダム管理
所
岡山県苫田郡鏡野町久田下原
1592-4

平成17年4月25日 5,250,000

(社)中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、国土開発の発展に資することを目的として設立され
た社団法人であり、建設事業普及のための広報活動、建設
事業に関する各種業務の委託等、建設事業を支援する広範囲
な事業を行っており、建設事業に精通し、専門的な知識と豊富
な経験を有する多数の人材を保有している。

本業務の履行に当たっては、分析精度が継続的に安定し、必
要数の分析を速やかに行うことができるよう資質の高い要員を
確保する必要がある。さらに水質事故等が発生した場合の緊
急対応が必要であり、当法人はこれらの条件をすべて充たし、
吉井川の過去の水質分析の実績から業務内容を熟知してお
り、信頼性が高く、業務執行の誠実性、経済性においても も
良好な成果が期待できる唯一の機関である。よって、会計法第
29条の3第4項並びに予決令第102条の4第3号により随意契約
を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（19年度から一般競
争入札等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6633 （社）中国建設弘済会 苫田ダム監督補助業務（一式）

本多　卓志
中国地方整備局苫田ダム管理
所
岡山県苫田郡鏡野町久田下原
1592-4

平成17年4月1日 15,739,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6634
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

苫田ダムモニタリング検討業務
（一式）

本多　卓志
中国地方整備局苫田ダム管理
所
岡山県苫田郡鏡野町久田下原
1592-4

平成17年11月7日 19,425,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

6635 （社）中国建設弘済会 技術情報管理補助業務（一式）

谷本　尚威
中国地方整備局中国技術事務
所
広島市安芸区船越南２－８－１

平成17年4月1日 13,072,500

当業務は、建設事業に係わる技術情報の管理を補助するもの
であり、仮に建設事業に関する技術情報が漏洩した場合には、
適正な競争が阻害され、国の損害に直結する。このため、本来
は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で
対応すべき業務である。この業務については、専門的な知識・
経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督
権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人
に履行させる必要がある。よって、会計法第２９条の３第４項、
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約を行
うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6636 （社）中国建設弘済会
新技術活用登録関連補助業務
（一式）

谷本　尚威
中国地方整備局中国技術事務
所
広島市安芸区船越南２－８－１

平成17年4月1日 35,455,724

当業務は、建設事業に係わる新技術情報の活用・登録を補助
するものであり、仮に建設事業に関する新技術情報が漏洩した
場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結する。この
ため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通
省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門
的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通
省の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる
公益法人に履行させる必要がある。よって、会計法第２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契
約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6637 （社）中国建設弘済会 材料管理補助業務（一式）

谷本　尚威
中国地方整備局中国技術事務
所
広島市安芸区船越南２－８－１

平成17年4月1日 92,505,000

当業務は、建設事業に係わる土木材料の調査試験を補助する
ものであり、仮に建設事業に関する土木材料の調査試験の結
果が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に
直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公
務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務に
ついては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんの
こと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体
制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。よって、会
計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号により随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6638 （社）中国建設弘済会 トンネル技術支援業務（一式）

谷本　尚威
中国地方整備局中国技術事務
所
広島市安芸区船越南２－８－１

平成17年4月20日 10,290,000

当業務は、中国地方のトンネルの技術支援を補助するもので
あり、仮に技術支援に関する情報が漏洩した場合には、適正な
競争が阻害され、国の損害に直結する。このため、本来は法律
上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省職員）で対応す
べき業務である。この業務については、専門的な知識・経験及
び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の監督権の下
において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行
させる必要がある。よって、会計法第２９条の３第４項、予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約を行うもので
ある。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6639 （社）中国建設弘済会
国土建設フェア企画作成業務
（一式）

谷本　尚威
中国地方整備局中国技術事務
所
広島市安芸区船越南２－８－１

平成17年4月26日 8,431,500

「国土建設フェア」は、国土交通省をはじめ５県１市及びＪＨ等
が連携協力し、中国地方の社会資本整備の現状やこれを支え
る建設技術の開発状況について紹介するとともに、社会資本
整備の必要性や効果、これらを推進するための新技術開発、
新工法の意義について、広く理解を深めることを目的としての
開催を予定している。したがって、「国土建設フェア」の実施に
あたっては、来場者に対して社会資本整備や建設技術等の内
容を十分理解してもらうことが重要である。よって、本業務の遂
行にあたっては、中国地方整備局管内の建設事業を熟知し、
企画立案から施設の運営計画に至るまで高度な土木知識と建
設行政に精通している必要が有る。
 （社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的として設
立された公益法人である。その目的を達成するために広報活
動を始めとして、建設事業を支援する広範な事業を行ってい
る。
 国土建設フェアの主旨、内容を熟知しており、中国地方整備局
管内の建設事業や工法、材料、資料等への理解、活用、普及
を図るための効果的な企画運営、建設技術に対して高度な専
門知識を有し、豊富な行政経験を有する人材を保有しているの
で、業務を円滑に遂行できる唯一の機関である。
 よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

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

6640 （社）中国建設弘済会 新技術活用調査業務（一式）

谷本　尚威
中国地方整備局中国技術事務
所
広島市安芸区船越南２－８－１

平成17年7月5日 24,780,000

当業務は、管内の工事現場で実施される新技術情報の調査・
管理を補助するものであり、仮に新技術の実施に係わる調査
結果等が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損
害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかっ
た公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業
務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろ
んのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要がある。よっ
て、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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6641 （財）道路保全技術センター 舗装性能評価業務（一式）

谷本　尚威
中国地方整備局中国技術事務
所
広島市安芸区船越南２－８－１

平成17年4月19日 56,175,000

 本業務の遂行にあたっては、評価に関する業務であるため、
発注者又は工事請負者から制約を受けない第３者での履行が
必要となる。また、公平性と守秘義務を確保できる必要があ
る。
 また、低騒音機能測定車にて収集したデータの解析には、シ
ステムに精通していることのほか、舗装の品質について技術的
評価が行える専門的かつ高度な知識を要する。
 (財)道路保全技術センターは、「道路保全の技術に関する調
査・研究、診断、技術開発、技術の指導、情報の収集及び提供
を行うこと」を目的として設立された公益法人である。
 これまでに、本業務と同様、評価に関する業務として、建設技
術の技術審査・証明及び品質管理審査等の審査証明事業や
性能評価に関する技術の調査・研究を継続的に行っており、公
平な判断と秘密保持に関しても信頼ができる。
 また民間コンサルタントにはない、性能評価に関する技術につ
いて豊富な経験者を複数有しているとともに、道路行政に広く
精通している。
 したがって、(財)道路保全技術センターは、本業務の履行に必
要な条件、要素をすべて満足し、本業務を円滑に遂行できる総
合的で高度な専門的技術力と豊富な経験を有する唯一の機関
である。
 よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6642 （財）道路保全技術センター
道路維持作業の効率向上検討
業務（一式）

谷本　尚威
中国地方整備局中国技術事務
所
広島市安芸区船越南２－８－１

平成17年5月9日 12,946,500

 本業務の遂行にあたっては、道路構造物の維持管理に関する
専門知識と道路行政に精通していることが必要である。また、
道路維持作業の効率化を図るうえで、調査および検討には道
路管理者の視野に立った行政的な知識が必要不可欠である。
 （財）道路保全技術センターは、「道路保全の技術に関する調
査・研究、診断、技術開発、技術の指導、情報の収集及び提供
を行うこと」を目的として設立された公益法人であり、本業務に
密接に関連する業務として、これまでに多くの道路管理の高度
化・効率化に資する幅広い調査道路構造物の維持管理等に関
する調査・検討業務を行っている。
 また、民間コンサルタントにはない道路施設の維持管理に関
する総合的で高度な専門知識と経験を有するとともに、道路行
政に広く精通する等、本業務の履行に必要な条件、要素をす
べて満足するものであり、かつ、本業務に必要な道路条件に関
する各種システムのデータ管理を行っている唯一機関である。
 したがって、上記法人は、本件を遂行できる総合的で高度な専
門的技術力と豊富な経験を有する唯一の機関である。
 よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により、上記財団法人と随意契約するものであ
る

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入
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6643 （財）道路保全技術センター 路面下空洞調査業務（一式）

谷本　尚威
中国地方整備局中国技術事務
所
広島市安芸区船越南２－８－１

平成17年8月2日 66,150,000

  本業務では、空洞の発生箇所を的確に調査・検出できる技術
者により空洞探査機械を使用して調査を行い、調査で得られた
データを解析することにより空洞位置を検出し、空洞の幅・厚さ
等について詳細に調査を行うものである。また、現地の土質状
況や埋設物等の施設状況を把握し、空洞発生に至った要因に
ついて技術的診断を実施するものであり、機械操作、調査・解
析、発生要因診断等に関する専門的知識と経験を必要とする
特殊な業務である。
 （財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調
査・研究、診断、技術開発、システム開発整備、技術指導、情
報の収集・整理及び情報提供を行うことにより、効率的かつ合
理的な保全技術の向上を図り、道路交通の安全と円滑化に貢
献し、国民生活の向上に寄与する事を目的として設立された公
益法人であり、空洞探査車による探査手法の確立や空洞調査
マニュアル（案）を作成するなど空洞位置検出のためのデータ
解析に関する専門的な知識を有している。また、中国地方整備
局管内の空洞調査を平成４年度から遂行しており、探査機器
の操作やデータの解析に専門的な知識や技術を有していると
ともに管内の陥没事例、現場状況に精通している。
 本業務の実施に当たっては、空洞探査機械の操作及び調査、
データ解析による空洞位置の検出、現地状況を考慮した空洞
の発生要因診断等の特殊技術と専門知識、経験が必要であ
り、（財）道路保全技術センターは、探査機器の操作やデータの
解析に専門的な知識や技術を有しているとともに中国地方整
備局管内の陥没事例、現場状況に精通しており、本業務の履
行に必要となる的確な空洞位置検出のための調査・解析が行
える唯一の機関である。
 よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6644 （財）道路保全技術センター 舗装情報監理業務（一式）

谷本　尚威
中国地方整備局中国技術事務
所
広島市安芸区船越南２－８－１

平成17年10月24日 9,019,500

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠。よって、会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により、随意契約を行うものである

18年度以降におい
て当該事務・事業
の委託等を行わな
いもの

－
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6645 （財）道路保全技術センター
道路体データベースシステム外
検討業務（一式）

谷本　尚威
中国地方整備局中国技術事務
所
広島市安芸区船越南２－８－１

平成17年12月15日 30,450,000

  本業務は、現在までに収集した路面下調査実績の各種デー
タをデータベース化し、すでに運用している道路管理データ活
用システムのサブシステムとして構築するものであり、国土交
通省の道路維持・管理に精通するとともに、道路管理データ活
用システムに関する専門的知識と技術力が必要とされる特殊
な業務である。
 （財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調
査・研究、診断、技術開発、システム開発整備、技術指導、情
報の収集・整理及び情報提供を行うことにより、効率的かつ合
理的な保全技術の向上を図り、道路交通の安全と円滑化に貢
献し、国民生活の向上に寄与する事を目的として設立された公
益法人であり、国土交通省の道路維持・管理に精通していると
ともに、道路管理データ活用システムの開発を受託しており、
高度な技術力を有するとともにシステム構成等に精通してい
る。
 本業務の実施に当たっては、道路管理データ活用システムに
関する専門知識を有している必要があり、（財）道路保全技術
センターは、道路体データベースの構築に必要な、道路管理
データ活用システムの、細部のシステム構成・検討内容等を熟
知・把握しており、本業務を遂行できる唯一の機関である。
 よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6646 （財）道路保全技術センター 路面騒音評価業務（一式）

谷本　尚威
中国地方整備局中国技術事務
所
広島市安芸区船越南２－８－１

平成18年1月24日 20,895,000

 本業務の遂行にあたっては、評価に関する業務であるため、
発注者又は工事請負者から制約を受けない第３者での履行が
必要となる。また、公平性と守秘義務を確保できる必要があ
る。
 また、低騒音機能測定車にて収集したデータの解析には、シ
ステムに精通していることのほか、舗装の品質について技術的
評価が行える専門的かつ高度な知識を要する。
 (財)道路保全技術センターは、「道路保全の技術に関する調
査・研究、診断、技術開発、技術の指導、情報の収集及び提供
を行うこと」を目的として設立された公益法人である。
 これまでに、本業務と同様、評価に関する業務として、建設技
術の技術審査・証明及び品質管理審査等の審査証明事業や
性能評価に関する技術の調査・研究を継続的に行っており、公
平な判断と秘密保持に関しても信頼ができる。
 また民間コンサルタントにはない、性能評価に関する技術につ
いて豊富な経験者を複数有しているとともに、道路行政に広く
精通している。
 したがって、(財)道路保全技術センターは、本業務の履行に必
要な条件、要素をすべて満足し、本業務を円滑に遂行できる総
合的で高度な専門的技術力と豊富な経験を有する唯一の機関
である。
 よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入
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6647 （財）海洋架橋・橋梁調査会 管内橋梁検査業務（一式）

谷本　尚威
中国地方整備局中国技術事務
所
広島市安芸区船越南２－８－１

平成17年4月28日 157,731,000

 本業務の遂行にあたっては、道路橋の調査、設計、施工、点
検手法・診断技術、補修・補強方法等、橋梁に関する総合的か
つ高度な知識と豊富な経験を有していることが必要である。ま
た、診断に際しては、補修等の時期を判定することから、橋梁
に関する技術的知見に加えて行政的知見も必要であり、公平
中立の立場の者が行う必要がある。
 （財）海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関す
る技術、経済、環境その他の問題についての調査研究、知識
の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることによって、
国民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを目的とし
た財団で、道路橋の保全に関する高度な技術と豊富な実績を
有する（財）道路保全技術センターの橋梁部門を平成１６年度
に移管し発足した組織であることから、道路橋に係わる調査・
管理業務の高度な知識・技術・情報と豊富な経験を有する唯一
の公益法人であり、本業務に必要な上記能力を有する者は、
（財）海洋架橋・橋梁調査会をおいて他にない。
 よって、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102
条の4第3号により、上記業者と随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6648 （社）日本建設機械化協会
急勾配法面除草機械外の開発
に関する検討業務（一式）

谷本　尚威
中国地方整備局中国技術事務
所
広島市安芸区船越南２－８－１

平成17年5月13日 26,985,000

 本業務は、維持作業における作業の効率化を目的として構想
された建設機械を新しく開発し、さらに実用化に必要な仕様を
策定するものであり、機械技術に関する豊富な経験と専門知識
が求められる特殊な業務である。
 (社)日本建設機械化協会　施工技術総合研究所は、建設機械
及び機械化施工に関する試験研究を行うことにより、建設機械
に関する技術の向上並びに建設事業の合理化を図ることを目
的として設立された公益法人であり、国土交通省の事業に精通
しているとともに、建設の機械化技術に関わる分野において専
門的知識と技術力をもって研究開発を行っている。
 本業務の実施にあたっては、建設機械の技術開発において豊
富な経験と高度な技術力が必要であり、(社）日本建設機械化
協会　施工技術総合研究所は、平成１５年度より継続して調
査・検討業務を委託した業者であるため、細部の調査・検討内
容を熟知・把握しており、本業務を円滑に遂行できる唯一の機
関である。
 よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入
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契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6649 （財）先端建設技術センター
コンクリート代替骨材検討業務
（一式）

谷本　尚威
中国地方整備局中国技術事務
所
広島市安芸区船越南２－８－１

平成17年5月31日 15,645,000

 本業務の遂行にあたっては、ごみスラグの利用を促進するた
めに必要な、コンクリート粗骨材としてのリサイクル技術を確認
する業務であるため、専門的知識や豊富な経験を有する技術
者が必要であり、加えて、極めて高度な技術力及び判断力を必
要とする。
 また、検討結果資料は、ごみスラグ関係の品質の評価を取り
扱うため、検討結果の信頼性・中立性・公平性が必要不可欠で
ある。
 (財)先端建設技術センターは、「建設事業に係る先端的な技術
に関する調査研究、開発及び普及を図ることにより、国土基盤
整備の推進を図り、もって国民生活の安定と向上に資するこ
と」を目的として設立された公益法人である。
 これまでに、本業務と同様、新しい材料等の利用に関する業
務として、建設事業に係る副産物等の材料の利用及び処理に
関する技術の調査・研究を継続的に行っており、公平な判断と
秘密保持に関しても信頼ができる。
 また民間コンサルタントにはない、建設技術開発の評価等に
ついて豊富な経験者を複数有しているとともに、副産物を含め
た建設材料調査、材料の利活用開発等に広く精通している。
 したがって、(財)先端建設技術センターは、本業務の履行に必
要な条件、要素をすべて満足し、本業務を円滑に遂行できる総
合的で高度な専門的技術力と豊富な経験を有する唯一の機関
である。
 よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

6650 （財）先端建設技術センター
新技術活用評価検討業務（一
式）

谷本　尚威
中国地方整備局中国技術事務
所
広島市安芸区船越南２－８－１

平成17年9月27日 10,132,500

 本業務では、先端的な開発技術に対し、技術の成立性の評
価、現場への適応性の評価、現場活用の試行計画等、豊富な
経験、専門的知識と総合的な技術力が求められる特殊な業務
である。
 (財)先端建設技術センターは、建設事業に係る先端的な技術
に関する調査研究、開発及び普及を図ることにより、国土基盤
整備の推進を図り、もって国民 生活の安定と向上に資すること
を目的に設立された公益法人であり、技術開発の推進、開発
技術の実用化への諸基準の調整、開発技術の適正な評価、建
設技術の 新情報の収集等の業務を実施してきており、新技
術の評価についての専門的かつ高度な技術力を有している。
 本業務の実施に当たっては、開発技術の適正・公正な評価を
行うこと、評価を行うための卓越した技術力を保有しているこ
と、開発技術の機密保持が保たれることが必要であり、(財)先
端建設技術センターは、これらの必要条件をすべて満たしてお
り、本業務を遂行できる唯一の機関である。
 よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により、上記財団法人と随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
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契約を締結した日
契約金額
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6651 （社）日本道路建設業協会
排水性舗装の維持補修に関す
る検討業務（一式）

谷本　尚威
中国地方整備局中国技術事務
所
広島市安芸区船越南２－８－１

平成17年6月21日 13,293,000

今回の業務は、排水性舗装で発生するポットホール等の補修
を排水機能の低下を抑え、かつ、ポットホールの再発抑制の出
来る補修方法の研究開発を行うものであり、アスファルト混合
物の性状、アスファルトの性状、補修方法に関するノウハウを
総合的に有していることが必要であり、かつ、各方面からのノウ
ハウの収集集約、調整を行い総合的な検討を行う必要がある。
（社）日本道路建設業協会は、道路建設技術の向上、研究開
発及び道路建設業の健全なる発展を図り、もって道路整備の
促進に協力し公共の福祉の増進に寄与することを目的に設立
された社団法人である。
上記法人は、再生排水性舗装の開発業務を継続して総合的に
調査・研究・開発を行うなど、高度な専門的技術力と豊富な経
験を有し、本業務を円滑に遂行出来る唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6652 （社）日本道路建設業協会
アスファルト代替骨材検討業務
（一式）

谷本　尚威
中国地方整備局中国技術事務
所
広島市安芸区船越南２－８－１

平成17年7月15日 16,170,000

　本業務の遂行にあたっては、ごみスラグの利用を促進するた
めに必要な、アスファルト混合物の骨材としてのリサイクル技術
を確認する業務であるため、専門的知識や豊富な経験を有す
る技術者が必要であり、加えて、極めて精度の高い施工技術
や高度な技術力及び判断力を必要とする。
　また、検討結果資料は、ごみスラグ関係の品質の評価を取り
扱うため、検討結果の信頼性・中立性・公平性が必要不可欠で
ある。
　(社)日本道路建設業協会は、道路建設技術の向上、研究開
発及び道路建設業の健全なる発展を図り、もって道路整備の
促進に協力し公共の福祉の増進に寄与することを目的として設
立された公益法人である。
　これまでに、本業務と同様、新しい材料等の利用に関する業
務として、道路建設事業に係る副産物等の材料の利用及び処
理に関する技術の調査・研究を継続的に行っており、公平な判
断と秘密保持に関しても信頼ができる。
　また民間コンサルタントにはない、道路建設技術開発の評価
等について豊富な経験者を複数有しているとともに、副産物を
含めた道路建設材料の調査・利活用等に広く精通している。
　したがって、(社)日本道路建設業協会は、本業務の履行に必
要な条件、要素をすべて満足し、本業務を円滑に遂行できる総
合的で高度な専門的技術力と豊富な経験を有する唯一の機関
である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
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6653 （社）日本建設機械化協会
小幅トンネル清掃車の開発に関
する検討業務（一式）

谷本　尚威
中国地方整備局中国技術事務
所
広島市安芸区船越南２－８－１

平成17年9月21日 46,725,000

  本業務は、国土交通省の事業に精通するとともに、建設機械
の技術開発に関する専門的知識と技術力、機械開発の豊富な
経験が求められる特殊業務である。
 （社）日本建設機械化協会施工技術総合研究所は、建設機械
及び機械化施工に関する試験研究を実施することにより、建設
機械に関する技術の向上並びに建設事業の合理化を図ること
を目的として設立された公益法人であり、国土交通省の事業に
精通しているとともに建設の機械化技術に係わる分野において
も専門的知識と技術力をもって研究開発を行っている。
 業務の実施にあたっては、国土交通省の事業に精通している
ことはもとより、建設機械の技術開発についての専門知識、機
械化施工並びに機械開発に関する豊富な経験が必要である。
（社）日本建設機械化協会　施工技術総合研究所は、平成１６
年度に調査・検討を行った「小幅トンネル清掃車の開発に関す
る検討業務」を委託した業者であり、細部の調査・検討内容を
熟知・把握しており、本業務を円滑に遂行できる唯一の機関で
ある。
 よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6654 （社）日本建設機械化協会
建設機械の安全対策に関する
検討業務（一式）

谷本　尚威
中国地方整備局中国技術事務
所
広島市安芸区船越南２－８－１

平成17年10月31日 42,525,000

  本業務は、国土交通省の事業に精通するとともに、建設機械
の技術開発に関する専門的知識と技術力、機械開発の豊富な
経験と建設機械業界等に対する情報収集力及び中立公正性
が求められる特殊業務である。
 （社）日本建設機械化協会施工技術総合研究所は、建設機械
及び機械化施工に関する試験研究を実施することにより、建設
機械に関する技術の向上並びに建設事業の合理化を図ること
を目的として設立された公益法人であり、国土交通省の事業に
精通しているとともに、建設の機械化技術に係わる分野におけ
る専門的知識と技術力をもって研究開発を行っている。また、
建設機械業界との主導的立場での公平公正な連携を有してい
る。
 業務の実施にあたっては、国土交通省の事業に精通している
ことはもとより、建設機械の技術開発についての専門知識、機
械化施工並びに機械開発に関する豊富な経験と建設業界へ
の中立的立場での情報収集力が必要不可欠である。（社）日本
建設機械化協会　施工技術総合研究所は、平成１６年度に調
査・検討を行った「情報化施工と安全対策に関する調査検討業
務」を委託した法人であり、業務の履行に当たって参照した情
報、履行の経緯、調査・検討内容を詳細に熟知・把握している
と共に開発に必要不可欠となる秘匿すべき情報を有しており、
本業務を円滑に遂行できる唯一の機関である。
 よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入
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物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6655 （社）中国建設弘済会 水質管理補助業務（一式）

谷本　尚威
中国地方整備局中国技術事務
所
広島市安芸区船越南２－８－１

平成17年4月1日 118,650,000

 社団法人中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の
進展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的とし
て設立された公益法人であり、その目的を達成するため、建設
事業を支援する広範な事業を行っており、河川等における水質
分析などの経験豊富な技術者を多数有している。
 本業務の遂行にあたっては、高度な水質分析技術者を有する
とともに、管内の採水地点から速やかに試料を入手し、迅速に
分析を行うことが必要である。
分析された水質資料は、過去から蓄積されてきた膨大な量の
データの連続性・整合性が求められるとともに、分析が微量濃
度を検出するという高度で繊細な技術を要することから、同一
の機関での分析が必要不可欠である。
 また、行政に係る水質データの公表という観点からデータの信
頼性・中立性・公平性が必要不可欠である。
 さらに、水質事故対応においては、迅速な対応が求められるも
のである。
下記法人は、これらの条件をすべて満たしており、本業務を円
滑に遂行できる唯一の機関である。
 よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（19年度から一般競
争入札等に移行）

6656 （財）河川情報センター
水文観測データ品質照査業務
（一式）

谷本　尚威
中国地方整備局中国技術事務
所
広島市安芸区船越南２－８－１

平成17年5月9日 19,645,500

当該財団は、高度照査プログラムの著作権を有している。高度
照査プログラムの開発者として、当該プログラムとそれを用い
たデータの高度照査について、代替性のない特定の知識等を
有している。また、当該財団は、高度照査のシステムを開発す
るなど、高度照査に関して代替性のない特定の研究の成果を
有しており、水文観測データの高度照査のできる唯一の者であ
る。よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。 その他のもの

－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6657 （社）中国建設弘済会 備北公園監督補助業務

若槻　幹穂
中国地方整備局国営備北丘陵
公園事務所
広島県庄原市三日市町２０－１
３

平成17年4月1日 30,345,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6658 （社）中国建設弘済会 積算資料作成業務

若槻　幹穂
中国地方整備局国営備北丘陵
公園事務所
広島県庄原市三日市町２０－１
３

平成17年4月7日 30,324,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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6659
（社）中国地方総合研究セン
ター

国営備北丘陵公園エリア観光推
進施策検討業務

若槻　幹穂
中国地方整備局国営備北丘陵
公園事務所
広島県庄原市三日市町２０－１
３

平成17年12月8日 2,625,000

　本業務では、中国地方における観光動向を踏まえつつ、本公
園等を核としたエリア観光の推進について、本公園の利用促進
及び地域連携の観点から実現性と将来発展性について整理・
考察を行うものであり、中国地方における地域づくりに関する
経験と知識を有するのみならず、今後の中国地方の観光動向
を踏まえた地域づくり方策の検討などに係る豊富な経験と専門
的な知識はもとより、当該業務に関連する豊富な知識と地域づ
くり行政に精通した専門的知識が求められる。
　（社）中国地方総合研究センターは、地域経済に関する総合
的な調査研究を行い、中国地方の開発と産業の発展に寄与す
ることを目的として設立された法人であり、これまで、中国地方
における地域経済や地域開発に関する調査研究等において、
地域振興、地域活性化、地域の魅力づくり、観光計画に関する
専門的な検討などを継続的に実施してきており、中国地方にお
ける観光をテーマとした地域づくりに関連する豊富な経験と専
門的な知識を有している。
　本業務の実施にあたっては、中国地方における地域づくり行
政に精通するとともに中国地方の観光動向を踏まえた地域づく
りに関する豊富な経験と専門的な知識が必要であり、（社）中
国地方総合研究センターは、本業務に必要とされる中国地方
における地域づくりに関する豊富な経験と専門的な知識を有し
ており、本業務を遂行できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

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

6660 （社）日本公園緑地協会
団塊世代の生活志向が今後の
公園利用に及ぼす影響調査業
務

若槻　幹穂
中国地方整備局国営備北丘陵
公園事務所
広島県庄原市三日市町２０－１
３

平成18年2月20日 2,992,500

　本業務では、高齢者を含むすべての人に対して担うべき安全
かつ快適に利用できる都市公園の役割や社会動向を踏まえた
今後の都市公園の整備・管理運営方策など当該業務に関連す
る豊富な経験と専門的な知識が求められる業務である。
　（社）日本公園緑地協会は、公園、緑地等に関する事業の健
全な発達を図るとともに、国土美化、都市緑化等の推進に寄与
することを目的に設立された法人であり、公園緑地等に関する
数多くの調査、研究を実施するとともに、社会動向を踏まえたこ
れからの公園緑地が担うべき新たな役割について方向付けや
政策提言に関する調査の実施、「みんなのための公園づくり－
ユニバーサルデザイン手法による設計指針－」の発刊などの
実績があり、当該業務に必要な豊富な経験と専門的な知識を
有している。
　本業務の実施にあたっては、高齢化等今後の社会動向を踏
まえた都市公園の整備・管理運営の調査・研究に関する豊富
な経験と専門的な知識が必要であり、（社）日本公園緑地協会
は、本業務に必要とされる団塊の世代の利用促進を図るため
の方策の検討に関する豊富な経験と専門的な知識を有してお
り、本業務を遂行できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（19
年度契約では、企画
競争を実施し、20年
度以降、総合評価に
よる一般競争等に移
行）
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6661 （財）公園緑地管理財団
北入口・みのりの里管理運営方
針検討他業務

若槻　幹穂
中国地方整備局国営備北丘陵
公園事務所
広島県庄原市三日市町２０－１
３

平成18年3月23日 13,849,500

　本業務では、既開園区域全体の管理運営計画と連動した北
入口・みのりの里の集客力向上のための管理運営方法につい
ての検討、並びに集客力の向上と維持管理コスト削減を図る観
点から植栽詳細設計の一部監修等を行うことから、国営公園
の管理運営に関する豊富な経験と専門的な知識、高度な技術
力が求められる。
　（財）公園緑地管理財団は、公園緑地の管理運営に関する総
合的な調査研究、技術開発及び公園緑地の利用増進のため
の知識の普及啓発及び国営公園等の管理運営を行い、もって
国民の心身の健全な発達に寄与することを目的に設立された
法人であり、これまで、公園緑地の管理運営に関する総合的な
調査研究、技術開発及び国営公園等の管理運営等の事業を
行っており、また当公園の既開園区域を含む国営公園の管理
運営業務を受託していることから、当該業務に必要な豊富な経
験と専門的な知識、高度な技術力を有している。
　本業務の実施にあたっては、当公園の開園区域における管
理運営の実状を把握した上で、北入口・みのりの里の集客力を
高めるための管理運営方針の検討に関する検討するため、国
営公園の管理に関する豊富な経験と専門的な知識、高度な技
術力が必要であり、（財）公園緑地管理財団は、国営公園の管
理運営に関する業務について数多くの実績を有しており、本業
務を遂行できる唯一の法人である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があ
るもの

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

6662 （財）日本緑化センター
まきばの里等自然環境資源保
全・利活用基本設計検討他業務

若槻　幹穂
中国地方整備局国営備北丘陵
公園事務所
広島県庄原市三日市町２０－１
３

平成18年3月23日 29,400,000

　本業務では、当公園の自然環境資源の特性を十分に把握・
理解した上で、その自然環境資源について保全と利活用を図
るための計画を検討するため、公園緑地における自然環境資
源の調査、保全・利活用に関する豊富な経験と専門的な知識
が求められる。
　（財）日本緑化センターは、緑化に関する総合的な調査研究、
技術開発、情報の収集・提供、緑化技術及び緑化思想等の普
及指導等の業務を行うことにより、緑化の円滑な推進を図り、
もって国民の生活環境の向上に資することを目的に設立された
法人であり、公園緑地等における自然環境資源の調査、保全、
利活用に関する調査を行うとともに、希少生物資源の管理方策
の調査を行うなど、これまで数多くの公園緑地における自然環
境資源の保全・利活用に関する調査を行ってきており、当該業
務に必要な豊富な経験と専門的な知識を有している。
　本業務の実施に当たっては、公園緑地等における自然環境
資源の調査、並びにこれらの保全及び公園利用を図るための
計画の検討に関する豊富な経験と専門的な知識が必要であ
り、（財）日本緑化センターは、公園緑地等における自然環境資
源の保全・利活用に関する調査について数多くの実績を有して
おり、本業務を遂行できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があ
るもの

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

6663 （独）土木研究所 尾原ダム水理設計業務

則松　秀晴
中国地方整備局斐伊川・神戸川
総合開発工事事務所
島根県出雲市大津朝倉３－５－
３

平成17年10月24日 10,500,000

・技術基準を策定し根拠に精通しているとともに特定の者の利
益とならない中立性・公共性を備えている唯一の機関。
・全国を網羅してダム設計、水理実験及びダム完成後の実水
理現象に関する普遍的なデータベースを構築・保有しており、
個別ダムの水理現象解析、設計に当たって必要なデータベー
スを保有する唯一の機関。よって、会計法第２９条の３第４項及
び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約
を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6664 広島ガス（株） ガス
望月　常好外
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年4月1日 44,371,218

競争の余地がない、よって、会計法第２９条の３第４項、予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を結ぶもの
である。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6665 中国電力（株） 電気
望月　常好外
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年4月1日 1,120,414,816

競争の余地がない、よって、会計法第２９条の３第４項、予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を結ぶもの
である。 見直しの余地があ

るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

6666
（財）建設業情報管理セン
ター

建設業情報管理システム電算処
理業務

望月　常好
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年4月1日 2,523,647

　建設業許可処理システム（以下「システム」という。）は、建設
業許可審査事務を全国オンラインネットワーク化して許可の厳
正化・迅速化を図ることを目的としており、昭和６２年度から稼
働を開始している。具体的には、各許可行政庁のパーソナルコ
ンピュータから建設行政ＷＡＮを介して、許可申請書等の個別
データについて、許可の要件である技術者等の名義の貸し借り
の有無の審査を行うものである。その稼働に当たっては、通常
の維持管理及び非常時への対応、さらには、蓄積される膨大
な許可データの集中的な管理をするために、専門的な知識を
有する相当数の人員が必要となる。
　建設行政の高度化を図るためには、システム自体の機能の
拡充を進めるとともに、建設業の許可に関して収集した情報を
加工し、付加価値を高めて新たな行政サービスとして提供する
ことも重要な課題であることから、行政サービスに対する今後
の要求に応えるようなソフトの開発を積極的に行う必要があ
る。
　特に、本業務は許可行政庁が保有する私人についての情報
を扱うと同時に極めて公共性の高い役割を担うものであること
から、契約の相手は他の行政庁や民間に対して中立であり、か
つ営利を目的とするものでなく、監督官庁の強い指導下に置か
れる組織であることが必要である。
　財団法人建設業情報管理センターは、上記問題に対処する
ため、各許可行政庁とその他の機関の出損により、システムの
管理・運営を行う機関として設立されたものであり、本業務を遂
行できる唯一の団体である。よって、会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約
を結ぶものである。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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契約を締結した日
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6667
（財）不動産適正取引推進機
構

宅地建物取引業・建設業者等閲
覧システム電算処理業務

望月　常好
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年4月1日 3,016,437

宅地建物取引業・建設業者等閲覧システム（以下、「本システ
ム」という。）は、宅地建物取引建設大臣免許、建設業建設大
臣許可及び建設関連業者登録（測量業者、建設コンサルタン
ト、地質業者及び補償コンサルタント）に係る業者情報を電子
化し、全地方整備局等で共有することで、一般閲覧者への対応
や個々の業者監督を行う上で必要な情報を地方整備局等にお
いて入手するものである。
具体的には、各地方整備局に設置する端末機からＮＴＴの通信
回線を利用して、データを管理するセンターコンピュータにつな
ぎ、情報の提供を受けるものである。
その稼働にあたっては、通常時のシステムの維持管理及び障
害発生時の対応、さらには、蓄積される膨大な文字データ及び
イメージデータの集中的な管理が必要であり、また、それぞれ
の業システムから提供される文字データと、スキャニングにより
作成されたイメージデータを業者別、閲覧区分別に関連づける
必要があるため、専門的な知識を有する相当数の人員の確保
と組織の整備が必要である。
また、本システムは、免許行政庁が保有する個人についての
情報を扱うもであり、極めて公共性が高い行政事務の一部を分
担するもであることから、契約の相手方は営利を目的としない
中立公正な組織であり、免許行政庁の強い監督下に置かれる
法人であることが必要である。
財団法人不動産適正取引推進機構（以下、「機構」という。）
は、昭和５９年４月の設立以来、宅地建物取引業に関する紛争
の処理、助言支援、宅地建物取引主任者資格試験の実施な
ど、免許行政庁と密接な関連のもとに事業を遂行しており、特
に、宅地建物取引業免許事務等処理システムについては、供
用開始から現在まで、その管理・運用を的確に行ってきた実績
がある。　　さらに、本システムは同機構により開発されたこと
から、機構はシステムのハード・ソフト両面に習熟し、また、システ

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
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（円）
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6668
（財）不動産適正取引推進機
構

宅地建物取引業免許事務等電
算処理業務

望月　常好
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年4月1日 1,562,583

1　宅地建物取引業免許事務等処理システム（以下「本システ
ム」という。）は、宅地建物取引業免許事務等審査事務を全国
オンラインネットワーク化して、免許（大臣、知事・業者）、登録
（知事、取引主任者）の厳正化、迅速化を図ろうとするものであ
り、具体的には、国土交通大臣免許については、各地方整備
局に設置する端末から、個別の業者データを入力し、ＮＴＴの通
信回線を利用してセンターのコンピュータにつなぎ、効率的な
データ処理を行うとともに、入力情報の相互のチェックにより免
許審査を行おうとするものである。
　その稼働にあたっては、通常の維持管理及び非常時の対
応、さらには、蓄積される膨大な免許及び登録情報データの集
中的な管理とその活用を図るために、専門的な知識を有する
相当数の人員の確保と組織の整備が必要である。
２　本業務は、免許行政庁が保有する個人についての情報を
扱うものであり、極めて公益性の高い行政事務の一部を分担
するものであることから、契約の相手方は営利を目的としない
中立公正な組織であり、免許行政庁の強い監督下に置かれる
法人である必要がある。
３　財団法人不動産適正取引推進機構は、不動産取引に関す
る紛争の未然防止を図るとともに、その適切かつ迅速な処理を
推進し、消費者の保護と宅地建物取引業の健全な発達に寄与
する目的で設置（昭和５９年４月設立、大臣認可、出損公共団
体ほか）され、発足以来、紛争の処理、助言支援、宅地建物取
引主任者資格試験の実施など免許行政庁と密接な関連のもと
に事業を遂行している。特に宅地建物取引業免許事務等処理
システムについては供用開始時より同財産自ら管理・運用して
きており同システムのハード・ソフトの両面に習熟しているとこ
ろ、本業務を処理させる能力を有する唯一の団体であると判断
されるので、財団法人不動産適正取引推進機構と随意契約を
行うことが適当である。よって、会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を結ぶも
のである。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6669 （社）高層住宅管理業協会 管理業務主任者証等作成業務
望月　常好
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年4月1日 481,073

　社団法人高層住宅管理業協会（以下「高管協」という。）は、
旧建設大臣が昭和５４年１２月１５日付けで民法第３４条の規定
により設立の許可をしたマンション管理業者を社員とする社団
法人であり、またマンション管理業者の業務の改善向上を図る
ことを目的としてマンション管理適正化法第９５条の規定により
国土交通大臣の指定を受けた唯一の者であるとともに、同法
第５８条の規定により、管理業務主任者試験の試験事務を行う
機関としても指定されている唯一の者でもある。
　このように、高管協は、民法の規定により設立された公益法
人であり、マンション管理適正化法の規定により指定された者
でであることから同法に関しても深い知識を有し、かつ国土交
通省の十分な指導監督が可能な者であって、また管理業務主
任者試験合格者のデータを独自に保有・管理しているため、登
録申請者及び主任者証交付申請者の情報を独自に照合確認
することも可能である者でもあるため、個人情報の機密保持へ
の十分な配慮を要しつつも、より高度の確実性と効率性をも同
時に求められる本業務を遂行できる能力を保有する唯一の者
である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により、随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6670
（財）建築コスト管理システム
研究所

営繕積算システムＲＩＢＣ賃貸借
望月　常好
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年4月1日 1,014,300

「営繕積算システムＲＩＢＣ」は、各府省庁の統一基準である「公
共建築工事基準」、「公共建築工事標準歩掛り」、公共建築工
事共通費積算基準」及び「公共建築工事内訳書標準書式」に
基づく積算システムで、特に複合単価においては、毎年行われ
る標準歩掛りの改正及び市場単価の追加に的確に対応してい
る。また、間違いのない確実な計算及び高い機密性を保持する
など、公共建築工事においてその使用に耐えうる性能を有する
唯一の積算システムである。なお、同システムは、国土交通
省、各都道府県及び政令指定都市で構成されている「営繕積
算システム等開発利用協議会」の意向を基に同研究所が開発
したものであり、同研究所がシステムの賃貸借及びサポートに
係る業務履行できる唯一の者である。（会計法第29条の３第４
項）

その他のもの ―

6671 （財）計量計画研究所
地方拠点都市ＡＰフォローアップ
入力資料整理

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年12月23日 997,500

　本件では、地方拠点都市の各事業の整備状況を把握するた
めの収集データの変換統合など豊富な経験と専門的知識が求
められている。
　財団法人計量計画研究所は、我が国及び諸外国の政治、経
済、社会事象の数量的な調査研究を行い、我が国諸官庁を始
め諸企業の合理的政策決定及び科学的計画に関する知識普
及に寄与することを目的に設立された公益法人であり、地方拠
点都市アクションプログラムフォローアップ調査業務や国土・地
域・都市・地区・都市施設・交通問題に関する研究、取り組み等
を継続的に実施しており、都市交通、地域整備分野の支援情
報システムについて専門的かつ高度な技術力を有している。
　本件の実施にあたっては、地方拠点都市の支援システムに
精通している必要があり、財団法人計量計画研究所は、地方
拠点都市アクションプログラムフォローアップに関する特殊技
術、システム、又はデータ等を保有しており、本件を遂行できる
唯一の機関である。よって、会計法第２９条の３第４項、予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を結ぶもの
である。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6672
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度電子入札運用支援
業務

望月　常好
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年4月1日 985,845,000

　運用中の電子入札システムは、国土交通省ＣＡＬＳ／ＥＣ推進
本部主導のもと、平成１３年度に（財）日本建設情報総合セン
ターに設置した電子入札施設管理センターにおいて、一元的に
管理運用を行っており、システムの重要性から業務の総轄、発
注者等対応、システム運営管理、システム稼働状況管理、ヘル
プデスク管理等の運用支援業務を統一的かつ的確に行う必要
がある。
　（財）日本建設情報総合センターは、建設事業の円滑な執行
に関する情報システムの調査研究及び普及を目的として設立
された公益法人であり、ＣＡＬＳ／ＥＣ公共調達コンソーシアム
の主宰、電子入札の導入検討及び、工事・業務等の成果品の
電子化に伴う要領・基準等の作成を行うなど国土交通省が行う
建設関係情報のシステム化を実施している。ＣＡＬＳ／ＥＣの内
容熟知及び電子入札システムの実証を踏まえた技術力並びに
公共事業の執行プロセス、建設分野の情報システムの状況等
について専門的かつ高度な技術力を有している。また、本業務
に関する運営管理を継続的に実施している。
　本業務の実施に当たっては、公共事業に係わる入札契約の
透明性、公平性を確保するために有効な国土交通省等の電子
入札システムを円滑かつ継続的に統一的な運用を行うことが
必要であり、電子入札施設管理センターを設置しており、また、
専門的かつ高度な技術力を有し、本システムプログラムの著作
権を保有している（財）日本建設情報総合センターが本業務を
遂行できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び国の物品等又は特定
役務の調達手続の特例を定める特例政令第１３条第１項第１
号により、上記法人と随意契約しようとするものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

6673
（財）日本建設情報総合セン
ター

工事等実績情報提供
望月　常好
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年4月1日 5,985,000

　（財）日本建設情報総合センターは、建設事業の円滑な執行
に資する情報システムの調査研究を行い、これを広く普及する
とともに、建設情報の提供を行うことにより、建設技術の向上、
建設事業の効率化、国土の安全かつ有効利用の促進を図り、
もって国民生活の高度化及び経済の活性化に資することを目
的として設立された法人である。これまで積算システム等の建
設ソフトウェアの開発、建設サービスの向上に関するさまざまな
研究を行ってきており、特に建設分野における情報提供に関し
ては格段の技術力を有している。
　本件の実施に当たっては、入札・契約方式において、より一
層の透明性、競争性を確保するため、散在する膨大な建設情
報を統計的に収集、整理し、蓄積していることが必要である。
（財）日本建設情報総合センターは、ＣＯＲＩＮＳ／ＴＥＣＲＩＳによ
る情報サービスを展開し、竣工登録工事件数は約148.5万件な
ど、他に類を見ない膨大な実績情報を取り扱っており、本件を
遂行できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

その他のもの ー



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6674 （財）河川環境管理財団
「私たちと水」及び「『私たちと水』
の手引き」購入

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年8月9日 3,236,000

本件は、河川・水に関する環境教育や各種啓発活動に使用す
る「私たちと水」及び「『私たちと水』の手引き」の購入を行うもの
である。「私たちと水」及び「『私たちと水』の手引き」は総合学習
用教材として、高校生に対して有益な水に関する情報を提供す
る中で「河川行政」の持つ理念・メッセージ・活動内容等を戦略
的に伝える事を目的として作成されたものであり、（財）河川環
境管理財団が作成、販売しているもので、一般書店では販売さ
れていない。よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及
び会計令１０２条の４第３号の規定により、随意契約を行うもの
である。よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6675 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
望月　常好
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年4月1日 3,150,000

　　本件では、国や都道府県等の防災機関等が有する河川及
びその流域に関する河川情報を一元的に集約したシステムに
より、リアルタイムで情報提供していることが必要である。
　　(財)河川情報センターは、水災害による被害の軽減及び危
機管理並びに河川の適正な管理及び利用の促進に資すること
を目的に設立された公益法人であり、これまでも河川・流域情
報の収集、処理・加工、解析、保管及び提供に関する調査研
究、技術開発及びシステム標準化の取り組み等を継続的に実
施している。
　本件では、防災機関等が有する河川及びその流域に関する
河川情報を一元的に集約した提供システムが必要であるが、
（財）河川情報センターは、「河川流域総合情報システム」によ
りリアルタイムで情報提供している唯一の機関であり、本件の
目的を達成できる業者は上記法人以外にない。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３号の規定により、随意契約を行うものである。

その他のもの －（H17年度限り）

6676 （社）中国建設弘済会 千代川緊急時対応等業務

安田　泰二
中国地方整備局鳥取河川国道
事務所
鳥取県鳥取市田園町4－400

平成17年4月1日 12,390,000

本業務には、緊急時に速やかに且つ適切に対応すること及び
関係法令、河川管理に関する専門的知識・技術や河川情報に
関する知識を有していることが必要不可欠である。当法人は過
去の実績から信頼性が高く、本業務に必要な知識を永年に渡
る経験により修得した人材を多数有し、本業務を遂行できる唯
一の機関である。　よって、会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３号の規定により、随意契約を行うものであ
る。 その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6677 （社）中国建設弘済会 千代川平常時河川巡視業務

安田　泰二
中国地方整備局鳥取河川国道
事務所
鳥取県鳥取市田園町4－400

平成17年4月1日 11,340,000

本業務には、河川巡視要領や業務区間の状況に精通し、河川
管理に関する豊富な経験と関係法令の専門的知識を有すると
ともに、高度な守秘義務や中立性、公平性が求められる特殊な
業務である。当法人はこれまでの河川行政補助に係る豊富な
実績を有する等、河川管理に関する豊富な経験と専門的知
識、信頼性を有しており、本業務を遂行できる唯一の機関であ
る。　よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第３号の規定により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6678 （社）中国建設弘済会 機械管理補助業務

安田　泰二
中国地方整備局鳥取河川国道
事務所
鳥取県鳥取市田園町4－400

平成17年4月1日 8,190,000

本業務では、鳥取河川国道事務所が所有する、多様な特殊建
設機械・機械設備等の維持管理及び緊急時の有効な稼働・運
営を行うための資料作成を適正かつ迅速に行う必要があること
から、特殊建設機械・機械設備等の構造・機構について熟知し
ているとともに鳥取河川国道事務所管内河川・道路の現状も熟
知していることはもとより、当該業務について、豊富な経験と専
門的な知識を有する技術者が必要である。
（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた社団法人である。これまで、直轄事業における現場技術業
務などの各種業務を実施してきており、技術的資料の作成に
関する専門的な知識や技術力の蓄積、向上に努めるとともに、
豊富な建設行政経験を有する人材を多数保有している。
本業務の実施に当たっては、行政行為としての特殊建設機械・
機械設備等の整備及び稼働・運営を行うために必要な資料の
作成を行うことから、これらに関する技術力のみならず、高度な
中立性及び機密性の保持が必要不可欠である。（社）中国建
設弘済会は、本業務において必要とされる諸条件をすべて満
たしている上に、建設行政経験や過去の実績から信頼性・中立
性及び機密保持性を有することから、本業務を遂行できる唯一
の機関である。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、上記社団法人と随意契約を行うもの
である。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6679 （財）河川情報センター 河川情報提供業務

安田　泰二
中国地方整備局鳥取河川国道
事務所
鳥取県鳥取市田園町4－400

平成17年4月1日 2,573,550

水災害・予警報の発表において、社会的要請に応えるために
は正確な河川情報をいかに早く入手するかが災害対策上 も
必要であり、この入手先には、河川情報の唯一の提供機関で
あり、情報収集・処理・加工・提供に関する手法、システム開発
を熟知している当法人が唯一の機関である。　よって、会計法
第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定によ
り、随意契約を行うものである。よって、会計法第２９条の３第４
項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意
契約を行うものである。

その他のもの －（H17年度限り）

6680 （社）中国建設弘済会 Ｔシャツ購入

安田　泰二
中国地方整備局鳥取河川国道
事務所
鳥取県鳥取市田園町4－400

平成17年6月15日 633,600

イベント用Ｔシャツの追加購入で、当法人がこのＴシャツにデザ
インされているシンボルマークの版権を有している者である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により、随意契約を結ぶものである。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6681 （財）河川情報センター 河川情報提供

嘉本　昭夫
中国地方整備局倉吉河川国道
事務所
鳥取県倉吉市福庭町１－１８

平成17年4月1日 2,520,000

財団法人河川情報センターは、河川・流域の情報の収集、処
理、加工及び提供に関する調査研究及び技術開発を行うこと
により、情報管理及び情報提供の手法を確立し、その成果を広
く国民社会に活用し、もって水災害による被害の軽減ならびに
河川の適正な管理及び利用の増進に資することを目的に設立
された財団法人である。上記法人は河川情報の唯一の提供機
関であり、その情報の収集、処理、加工及び提供に関する手法
から調査研究及びシステムの開発に至る一連の作業を熟知し
ており、本業務の目的を達成できる業者は当財団以外ない。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により、上記財団法人と随意契約を行うものであ
る。

その他のもの －（H17年度限り）

6682 （社）中国建設弘済会
倉吉河川国道事務所事業概要
編集　（一式）

嘉本　昭夫
中国地方整備局倉吉河川国道
事務所
鳥取県倉吉市福庭町１－１８

平成17年4月15日 979,272

本契約は、倉吉河川国道事務所管内の平成１７年度事業概要
の企画編集に基づき、構成修正を行うものであるが、冊子の作
成に当たっては、中国地方整備局の事業概要と整合を図りな
がら前年度の企画編集成果をもとに、当事務所の事業概要を
早期に作成する必要がある。社団法人中国建設弘済会は、建
設行政の推進と進展に寄与し、もって国土開発の進展に資す
ることを目的に設置されたものであり、良好の成果が期待でき
る唯一の機関である。さらに、本作業に必要な知識、技術を長
年にわたる経験により修得した人材を多数有し、この作業遂行
に十分な条件を満たしている。よって、会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約
を結ぶものである。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6683 （社）中国建設弘済会
倉吉河川国道事務所事業概要
作成　（一式）

嘉本　昭夫
中国地方整備局倉吉河川国道
事務所
鳥取県倉吉市福庭町１－１８

平成17年5月18日 431,726

本契約は、倉吉河川国道事務所管内の平成１７年度事業概要
の企画編集に基づき、構成修正を行うものであるが、冊子の作
成に当たっては、中国地方整備局の事業概要と整合を図りな
がら前年度の企画編集成果をもとに、当事務所の事業概要を
早期に作成する必要がある。社団法人中国建設弘済会は、建
設行政の推進と進展に寄与し、もって国土開発の進展に資す
ることを目的に設置されたものであり、良好の成果が期待でき
る唯一の機関である。さらに、本作業に必要な知識、技術を長
年にわたる経験により修得した人材を多数有し、この作業遂行
に十分な条件を満たしている。よって、会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約
を結ぶものである。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6684 （社）中国建設弘済会 天神川河川巡視業務　（一式）

嘉本　昭夫
中国地方整備局倉吉河川国道
事務所
鳥取県倉吉市福庭町１－１８

平成17年4月1日 11,622,474

　本業務の遂行に当たっては業務区間の状況に精通・熟知して
いること、及び河川法・砂防法等の法令、河川管理・砂防管理
に関する専門知識・技術を有するとともに、高度な守秘義務や
中立性・公平性が求められる特殊な業務である。（社）中国建
設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の発展に寄与し、
もって国土開発の発展に資することを目的として設立された公
益法人であり、その目的を達成するため建設事業に関する業
務の受託等を行っている。この法人は、行政経験が豊富でか
つ専門知識を有する技術者を多数有し、本業務について多数
の実績を有していることから本業務に精通しており、信頼性・中
立性が高く、公平性が確保できる唯一の機関であることから、
当法人のみが本業務履行可能である。よって、会計法第２９条
の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6685 （社）中国建設弘済会 菅沢ダム監視業務（一式）

茅原　伸喜
中国地方整備局日野川河川事
務所
鳥取県米子市古豊千６７８

平成17年4月1日 15,750,000

　本業務は、ダム管理区間の状況に精通し、ダム管理に関する
豊富な経験と河川法等関係法令の専門的知識を有するととも
に、高度な守秘義務や中立性、公平性が求められる特殊な業
務である、　（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設
事業の発展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目
的に設立された公益法人であり、これまでもダム監視業務等の
行政補助に係る業務や、ダムに関する研究、取り組み等を継
続的に実施してきており、ダム管理に関する豊富な経験と専門
的知識、信頼性を有している。
　本業務の実施に当たっては、現地状況に精通し、ダム管理に
関する豊富な経験と専門的知識、公平性等が必要であるが、
（社）中国建設弘済会はこれらすべてを有しており、本業務を遂
行できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6686 （社）中国建設弘済会
菅沢ダム情報管理その他業務
（一式）

茅原　伸喜
中国地方整備局日野川河川事
務所
鳥取県米子市古豊千６７８

平成17年4月1日 3,150,000

　（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の発展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた公益法人であり、これまでもダム管理補助業務等の行政
補助に係る業務や、ダムに関する研究、取り組み等を継続的
に実施してきており、ダム管理に関する豊富な経験と専門的知
識、信頼性を有している。
　本業務の実施に当たっては、現地状況に精通し、ダム管理に
関する豊富な経験と専門的知識、公平性等が必要であるが、
（社）中国建設弘済会はこれらすべてを有しており、本業務を遂
行できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6687 （社）中国建設弘済会 日野川河川巡視業務（一式）

茅原　伸喜
中国地方整備局日野川河川事
務所
鳥取県米子市古豊千６７８

平成17年4月1日 11,927,348

　本業務は、河川巡視要領や業務区間の状況に精通し、河川
管理に関する豊富な経験と河川法等関係法令の専門的知識を
有するとともに、高度な守秘義務や中立性、公平性が求められ
る特殊な業務である。　（社）中国建設弘済会は、建設行政の
推進と建設事業の発展に寄与し、もって国土開発の発展に資
することを目的に設立された公益法人であり、これまでも河川
巡視業務等の行政補助に係る業務や、河川に関する豊富な経
験と専門的知識、信頼性を有している。
　本業の実施に当たっては、現地状況等に精通し、河川管理に
関する豊富な経験と専門的知識、公平性等が必要であるが、
（社）中国建設弘済会はこれらすべてを有しており、本業務を遂
行できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6688 （社）中国建設弘済会 日野川堰管理業務（一式）

茅原　伸喜
中国地方整備局日野川河川事
務所
鳥取県米子市古豊千６７８

平成17年4月1日 11,468,310

　本業務は、日野川堰・法勝寺川堰の状況に精通し堰管理に
関する豊富な経験と河川法等関係法令の専門的知識を有する
とともに、高度な守秘義務や中立性、公平性が求められる特殊
な業務である。　（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と
建設事業の発展に寄与し、もって国土開発の発展に資すること
を目的に設立された公益法人であり、これまでも河川巡視業務
等の行政補助に係る業務や、河川に関する豊富な経験と専門
的知識、信頼性を有している。
　本業の実施に当たっては、日野川堰・法勝寺川堰の状況に精
通し、堰管理に関する豊富な経験と専門的知識、公平正等が
必要であるが、（社）中国建設弘済会はこれらすべてを有してお
り、本業務を遂行できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6689 （社）中国建設弘済会 日野川堰情報連絡業務（一式）

茅原　伸喜
中国地方整備局日野川河川事
務所
鳥取県米子市古豊千６７８

平成17年4月1日 9,954,000

　本業務は、業務内容の状況に精通、熟知し河川法等関係等
関係法令の専的知識を有するとともに、高度な守秘義務や中
立性、公平性が求められる特殊な業務である。
　（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の発展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた公益法人であり、これまでも河川巡視業務等の行政補助
に係る業務や、河川に関する豊富な経験と専門的知識、信頼
性を有している。
　本業の実施に当たっては、河川情報等の状況に精通し、情報
連絡に関する豊富な経験と専門的知識、公平正等が必要であ
るが、（社）中国建設弘済会はこれらすべてを有しており、本業
務を遂行できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6690 （財）河川情報センター 河川情報提供（一式）

茅原　伸喜
中国地方整備局日野川河川事
務所
鳥取県米子市古豊千６７８

平成17年4月1日 2,967,300

　本件は、円滑な防災業務等を行うため、河川及びその流域に
関する防災関係機関のリアルタイム河川情報等の提供を受け
るものである。　本件では、国や都道府県等の防災機関等が有
する河川及びその流域に関する河川情報を一元的に集約した
システムにより、リアルタイムで情報提供していることが必要で
ある。　(財)河川情報センターは、水災害による被害の軽減及
び危機管理並びに河川の適正な管理及び利用の促進に資す
ることを目的に設立された公益法人であり、これまでも河川・流
域情報の収集、処理・加工、解析、保管及び提供に関する調査
研究、技術開発及びシステム標準化の取り組み等を継続的に
実施している。　本件では、防災機関等が有する河川及びその
流域に関する河川情報を一元的に集約した提供システムが必
要であるが、(財)河川情報センターは、「河川流域総合情報シ
ステム」によりリアルタイムで情報提供している唯一の機関であ
り、本件の目的を達成できる業者は上記法人以外にない。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号の規定により、随意契約を行うものである。

その他のもの －（H17年度限り）

6691 （社）中国建設弘済会
事業概要増刷（パンフレット300
部）

金山　義延
中国地方整備局殿ダム工事事
務所
鳥取県鳥取市国府町宮下1221

平成17年8月10日 252,000

少額なことによる随意契約　（会計法第２９条の３第５項及び予
決令第９９条第七号）

見直しの余地があ
るもの

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

6692 （社）中国建設弘済会 河川巡視業務

宮原　慎
中国地方整備局浜田河川国道
事務所
島根県浜田市相生町３９７３

平成17年4月1日 22,345,452

本業務の遂行に当たっては、業務区間の状況に精通し、熟知
していること、及び河川法等の法令、河川管理に関する専門的
知識技術を有していることが不可欠である。
（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的として設
立されたものであり、過去の実績から信頼性が高く、業務遂行
の誠実性においても も良好な成果が期待できる唯一の機関
である。
更に、本業務に必要な技術・知識を長年の経験により修得した
多数の人材を保有し、この業務遂行に十分な条件を満たしてい
る。
 よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6693 （社）中国建設弘済会 河川道路情報連絡業務

宮原　慎
中国地方整備局浜田河川国道
事務所
島根県浜田市相生町３９７３

平成17年4月1日 8,715,000

本業務の遂行にあたっては、管内の道路に精通していること及
び道路管理に関する知識を有したうえに、道路管理者の視野
に立った判断力が必要不可欠である。
（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の発展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れたものであり、本業務に必要な技術・知識を、永年にわたる
経験により修得した人材を保有し、業務遂行に十分な条件を充
たすとともに、過去の実績から信頼性が高く、業務遂行の誠実
性においても も良好な成果が期待できる唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２
条の４第３号により、上記社団法人と随意契約を行うものであ
る

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6694 （財）河川情報センター 河川情報提供

宮原　慎
中国地方整備局浜田河川国道
事務所
島根県浜田市相生町３９７３

平成17年4月1日 3,150,000

財団法人河川情報センターは、河川・流域の情報の収集、処
理、加工及び提供に関する調査研究及び技術開発を行うこと
により、情報管理及び情報提供の手法を確立し、その成果を広
く国民社会に活用し、もって水災害による被害の軽減ならびに
河川の適正な管理及び利用の増進に資することを目的として
設立された。上記法人は、河川情報の収集、処理、加工及び提
供に関する手法から、調査研究及びシステムの開発に至る一
連の作業を熟知しており、本業務の目的を達成できる業者は
当財団以外ない。本件は、河川及びその流域に関する河川情
報を、画像で迅速かつ的確に提供を受けるものである。近年発
生した水災害でも、特に河川情報の有用性が評価されており、
生活の安全性に対する社会的要請に対応するためには、正確
な河川情報をいかに早く入手するかが災害対策上 も必要な
ことである。財団法人河川情報センターは、河川・流域の情報
の収集、処理、加工及び提供に関する調査研究及び技術開発
を行うことにより、情報管理及び情報提供の手法を確立し、そ
の成果を広く国民社会に活用し、もって水災害による被害の軽
減ならびに河川の適正な管理及び利用の増進に資することを
目的として設立された。上記法人は、河川情報の収集、処理、
加工及び提供に関する手法から、調査研究及びシステムの開
発に至る一連の作業を熟知しており、本業務の目的を達成でき
る業者は当財団以外ない。よって、会計法第２９条の３第４項、
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、上記財団法
人と随意契約を行うものである。

その他のもの －（H17年度限り）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6695
（財）日本建設情報総合セン
ター

建設発生土情報交換システム利
用　　１式

宮原　慎
中国地方整備局浜田河川国道
事務所
島根県浜田市相生町３９７３

平成17年4月1日 105,000

本システム利用にあたっては、暗号化通信による高い安全性を
確保すると共に、電子証明書を利用した利用者確認を行う事
で、悪意によるデータの改ざん、盗聴、成りすまし等を防止し、
安心してインターネットを利用できるシステムが不可欠である。
（財）日本建設情報総合センターは、 新の情報技術を効果的
に導入し、大量の建設情報を効果的、体系的に収集、整理する
と共に、情報技術の活用による一層の建設サービスの向上を
目的に設立されたものであり、本システムを開発、保有、提供し
ている唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２
条の４第３号により、上記財団法人と随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

6696
（財）日本建設情報総合セン
ター

建設副産物情報交換システム利
用　　１式

宮原　慎
中国地方整備局浜田河川国道
事務所
島根県浜田市相生町３９７３

平成17年4月1日 157,500

本システム利用にあたっては、暗号化通信による高い安全性を
確保すると共に、電子証明書を利用した利用者確認を行う事
で、悪意によるデータの改ざん、盗聴、成りすまし等を防止し、
安心してインターネットを利用できるシステムが不可欠である。
（財）日本建設情報総合センターは、 新の情報技術を効果的
に導入し、大量の建設情報を効果的、体系的に収集、整理する
と共に、情報技術の活用による一層の建設サービスの向上を
目的に設立されたものであり、本システムを開発、保有、提供し
ている唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２
条の４第３号により、上記財団法人と随意契約を行うものであ
る

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

6697 （社）中国建設弘済会 斐伊川河川巡視業務

内藤　正彦
中国地方整備局出雲河川事務
所
島根県出雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 51,986,961

本業務は、河川巡視要領や業務区間の状況に精通し、河川管
理に関する豊富な経験と河川法等関係法令の専門的知識を有
するとともに、高度な守秘義務や中立性、公平性が求められる
特殊な業務である。（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進
と建設事業の発展に寄与し、もって国土開発の発展に資するこ
とを目的に設立された公益法人であり、これまでも河川巡視業
務等の行政補助に係る業務や、河川に関する研究、取り組み
等を継続的に実施してきており、河川管理に関する豊富な経験
と専門的知識、信頼性を有している。本業務の実施に当たって
は、現地状況等に精通し、河川管理に関する豊富な経験と専
門的知識、公平性等が必要であるが、（社）中国建設弘済会は
これらすべてを有しており、本業務を遂行できる唯一の機関で
ある。よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6698 （社）中国建設弘済会 水文情報等連絡

内藤　正彦
中国地方整備局出雲河川事務
所
島根県出雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 6,930,000

本件の遂行にあたっては管内の状況に精通・熟知していること
及び河川管理に関する知識を有していることが必要不可欠で
ある。
社団法人中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の
進展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的とし
て設立された社団法人であり、本件に必要な技術・知識を永年
にわたる経験により習得した多数の人材を有し、さらに、過去
の実績から信頼性が高く、本件遂行の誠実性においても も
良好な成果が期待できる唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２
条の４第３号により、随意契約を行うものである

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6699 （社）中国建設弘済会 中海・宍道湖清掃作業

内藤　正彦
中国地方整備局出雲河川事務
所
島根県出雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月14日 30,975,000

社団法人中国建設弘済会は、建設行政の推進と進展に寄与
し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立された社
団法人である。さらに、過去の実績においても、河川水面清掃
経験が豊富で、地形・気象・地理的条件などの情報に精通し、
臨機の対応が可能な人材を近くに多数保有している唯一の団
体である。本清掃作業の実施に当たっては、同法人の設立趣
旨並びに過去の経験を勘案し、その多大な情報量と人材を活
用することにより、水面環境の保全に高い信頼性と良好な成果
が期待できる。よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を締結するも
のである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6700 （財）河川情報センター 河川情報提供業務

内藤　正彦
中国地方整備局出雲河川事務
所
島根県出雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 3,150,000

　財団法人河川情報センターは、河川及びその流域に関する
情報の収集、処理、加工及び提供に関する調査研究及び技術
開発を行うことにより、情報管理及び情報提供の手法を確立
し、その成果を広く活用し、もって水災害による被害の軽減並
びに河川の適正な管理及び利用の増進に資することを目的に
設置された財団法人であり、河川情報提供の唯一の機関であ
る。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２
条の４第３号により、上記財団法人と随意契約を行うものであ
る

その他のもの －（H17年度限り）

6701 （社）中国建設弘済会 行政文書管理データ作成業務

内藤　正彦
中国地方整備局出雲河川事務
所
島根県出雲市塩冶有原町５－１

平成18年3月2日 1,774,500

出雲河川事務所が保有する行政文書のデータの修正、行政文
書の管理を的確に行うため、当所の事務及び事業の性質、内
容に応じた合理的な文書の利用、保存を図るための分類基準
表に基づいて行政文書の整理を行う能力が必要であり、過去
の実績、業務遂行に当たって信頼性が高い唯一の機関である
ことから随意契約を行うものである。よって、会計法第２９条の
３第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第３号により、随意
契約を行うものである

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6702 （社）中国建設弘済会 広報資料作成

則松　秀晴
中国地方整備局斐伊川・神戸川
総合開発工事事務所
島根県出雲市大津朝倉３－５－
３

平成17年8月5日 2,614,500

「国土環境フェア」は、国土交通省をはじめ5県1市及びJH等が
連携協力し、中国地方の社会資本整備の現状やこれを支える
建設技術の開発状況について紹介するとともに、社会資本整
備の必要性や効果、これらを推進するための新技術開発、新
工法の意義について、広く理解を深めることを目的としての開
催を予定している。したがって、本業務の実施にあたっては、
「国土建設フェア」の内容を熟知し、広報対象である子供にも、
業務内容・必要性等興味を持って学べる内容の広報資料を作
成することが重要である。
社団法人　中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の
進展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的とし
て設立された公益法人である。その目的を達成するために広
報活動を始めとして、建設事業を支援する広範な事業を行って
いる。
「国土建設フェア」全般の企画・運営については、国土交通省
中国技術事務所が国土建設フェア企画作成業務を社団法人
中国建設弘済会と契約しており、本業務は国土建設フェアのス
テージイベントとして広報活動を実施するため、企画・運営の詳
細を熟知し、豊富な経験を有する人材を保有している社団法人
中国建設弘済会が業務を円滑に遂行できる唯一の機関であ
る。
よって、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102
条の4第3号により随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

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

6703 扶桑電通（株）
パーソナルコンピューター賃貸
借（その８）

則松　秀晴
中国地方整備局斐伊川・神戸川
総合開発工事事務所
島根県出雲市大津朝倉３－５－
３

平成17年4月1日 2,255,400

本件は、斐伊川・神戸川総合開発工事事務所において、パー
ソナルコンピュータ及び周辺機器の賃貸借を行うものである
が、本機器の賃貸借契約は前年度からの継続であり、扶桑電
通㈱でなければ取り扱えない。
よって、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102
条の4第3号を適用し、扶桑電通㈱と随意契約を行うものであ
る。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6704 （社）中国建設弘済会 尾原ダム情報発信

則松　秀晴
中国地方整備局斐伊川・神戸川
総合開発工事事務所
島根県出雲市大津朝倉３－５－
３

平成17年4月1日 4,503,668

(社)中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展に
寄与し、国土開発の発展に資することを目的に設立されたもの
で、当該法人は、これまで事業として建設事業普及のための広
報活動を行ってきた実績は十分にあり、また、河川行政に関す
る専門的知識と豊富な経験を持つ人材を有し、本業務の特性
に精通し、確実かつ円滑に履行できる唯一の機関である。
よって会計法29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号により、(社)中国建設弘済会と随意契約を行うものであ
る。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6705 （社）中国建設弘済会 河川巡視業務　一式

浦上　将人
中国地方整備局岡山河川事務
所
岡山市鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日 37,859,705

(社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の発展に
寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立され
た公益法人であり、これまでも河川巡視業務等の行政補助に
係る業務や、河川に関する研究、取り組み等を継続的に実施し
てきており、河川管理に関する豊富な経験と専門的知識、信頼
性を有している。本業務の実施に当たっては、現地状況等に精
通し、河川管理に関する豊富な経験と専門的知識、公平性等
が必要であるが、（社）中国建設弘済会はこれらすべてを有し
ており、本業務を遂行できる唯一の機関である。よって、会計
法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号により、上記業者と随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6706 （財）河川情報センター 河川情報提供　一式

浦上　将人
中国地方整備局岡山河川事務
所
岡山市鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日 5,040,000

本件は、河川及びその流域に関する河川情報を的確かつ迅速
に提供を受けるものである。近年多発した甚大な水害でも、特
に河川流域情報の入手の有用性が評価されており、いかに正
確な河川情報を速く入手するかが災害対策上 も必要となる。
従って、これらの信用度の高い河川情報を完備し提供できる機
関は、（財）河川情報センター以外にないため、会計法第２９条
の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号を適
用し随意契約をするものである。

その他のもの －（H17年度限り）

6707 （社）中国建設弘済会 道路情報連絡業務

小椋　義弘
中国地方整備局福山河川国道
事務所
広島県福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 11,466,000

本業務の遂行にあたっては、管内の道路・河川状況に精通して
いること及び道路・河川維持管理に関する知識を有したうえ
に、道路・河川管理者の視野に立った行政的知識や高度な守
秘義務が求められ、中立性、公平性を有していることが不可欠
である。（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業
の進展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的と
して設立されたものであり、本業務に必要な技術・知識を永年
に亘る経験により所得下多数の人材を保有し、業務遂行に必
要不可欠な条件を満たすとともに、過去の実績から信頼性が
高く、業務遂行の誠実性においても確実かつ円滑な履行がで
きる唯一の機関である。よって会計法第29条の３第4項、予算
決算及び会計令第102条の４第3号により、上記法人と随意契
約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6708 （社）中国建設弘済会 芦田川河川巡視業務

小椋　義弘
中国地方整備局福山河川国道
事務所
広島県福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 12,913,629

本業務は、河川巡視要綱や業務区間の状況に精通し、河川管
理に関する豊富な経験と河川法等関係法令の専門的知識を有
するとともに、高度な守秘義務や中立性、公平性が求められる
特殊な業務である。（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進
と建設事業の発展に寄与し、もって国土開発の発展に資するこ
とを目的に設立された公益法人であり、これまでも河川巡視業
務等の行政補助に関わる業務や、河川に関する研究、取り組
み等を継続的に実施してきており、河川管理に関する豊富な経
験と専門的知識、信頼性を有している、本業務の実施に当たっ
ては、現地状況等に精通し、河川管理に関する豊富な経験と
専門的知識、公平政党が必要であるが、（社）中国建設弘済会
は、これらすべてを有しており、本業務を遂行できる唯一の機
関である。よって会計法第29条の３第4項、予算決算及び会計
令第102条の４第3号により、上記法人と随意契約を行うもので
ある。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6709 （社）中国建設弘済会 芦田川河口堰監視業務

小椋　義弘
中国地方整備局福山河川国道
事務所
広島県福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 31,122,000

本業務は芦田川河口堰の状況に精通し、堰管理に関する豊富
な経験と河川法等関係法令の専門的知識を有するとともに、高
度な守秘義務や中立性、公平性が求められる特殊な業務であ
る。（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の発
展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立
された公益法人であり、これまでも堰監視業務等の行政補助に
関わる業務や、堰に関する研究、取り組み等を継続的に実施し
てきており、堰管理に関する豊富な経験と専門的知識、信頼性
を有している。本業務の実施に当たっては、芦田川河口堰の状
況に精通し、堰管理に関する豊富な経験と専門的知識、公平
政党が必要であるが、（社）中国建設弘済会は、これらすべて
を有しており、本業務を遂行できる唯一の機関である。よって会
計法第29条の３第4項、予算決算及び会計令第102条の４第3
号により、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6710 （社）中国建設弘済会 河川広報室管理業務

小椋　義弘
中国地方整備局福山河川国道
事務所
広島県福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 12,978,000

本業務は広報関係業務という性格上、河川行政を熟知してい
ることが必要であり、また、情報の提供及び収集にあたっては
的確性、安定性及び高い処理能力を持ってあたることが不可
欠である。（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事
業の発展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的
に設立されたものである。当該法人は、これまで事業として建
設事業普及のための広報活動を行ってきた実績は十分にあ
り、また、河川行政に関する専門的知識と豊富な経験を持つ人
材を多数保有し、業務遂行に必要不可欠な条件を満たすととも
に、本業務の特性に精通し、過去の実績から信頼性が高く、業
務遂行の誠実性においても確実かつ円滑な履行ができる唯一
の機関である。よって会計法第29条の３第4項、予算決算及び
会計令第102条の４第3号を適用し、随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があ
るもの

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

6711 扶桑電通（株） パソコン周辺機器賃貸借

小椋　義弘
中国地方整備局福山河川国道
事務所
広島県福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 844,200

過年度に賃貸借契約した機器を引き続き使用するものであり
他に競合する者がないため、会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令１０２条の４第３号により、随意契約を行うもの
である

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6712 （社）中国建設弘済会 広報資料収集

齋藤　実
中国地方整備局福山河川国道
事務所
広島県福山市三吉町４－４－１
３

平成17年8月8日 842,100

本契約は、過去の福山河川国道事務所の事業活動の内容を
収集し、とりまとめることである。（社）中国建設弘済会は、建設
行政の推進と建設事業の発展に寄与し、もって国土開発の発
展に資することを目的に設立された社団法人であり、本契約の
履行に必要な技術・知識・情報を、長年にわたり集積し保有し
ており、過去の当事務所の主たる事業活動の内容を長年にわ
たり保有している唯一の機関である。よって、会計法第２９条の
３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随
意契約を結ぶものである。

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6713 （財）河川情報センター 河川情報提供業務

小椋　義弘
中国地方整備局福山河川国道
事務所
広島県福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 2,520,000

（財）河川情報センターは、河川及びその流域に関する情報を
収集、処理、加工及び提供に関する調査研究及び技術開発を
行うことにより、情報管理及び情報提供の手法を確立し、その
成果を広く国民社会に活用し、もって水災害による被害の軽減
並びに河川の適正な管理及び利用の増進に資することを目的
に設立された財団法人である。近年多発した甚大な水災害で
も、特に河川流域情報の有用性が評価されており、生活の安
全性に対する社会的要請に対応するためには、いかに正確な
河川情報を早く入手するかが災害対策上 も重要であり、上記
の機関のみがこれらの信用度の高い河川情報を完備し提供で
きる唯一の機関である。よって会計法第29条の３第4項、予算
決算及び会計令第102条の４第3号により、上記財団法人と随
意契約を行うものである。

その他のもの －（H17年度限り）

6714 （財）河川情報センター 河川情報提供　　１式

島田　淳次
中国地方整備局三次河川国道
事務所
広島県三次市十日市西６丁目２
番１号

平成17年4月1日 2,337,300

（財）河川情報センターは、水災害による被害の軽減及び危機
管理並びに河川の適正な管理及び利用の促進に資することを
目的に設立された公益法人であり、これまでも河川・流域情報
の収集、処理・加工、解析、保管及び提供に関する調査研究、
技術開発及びシステム標準化の取り組み等を継続的に実施し
ている。本件では、防災機関等が有する河川及びその流域に
関する河川情報を一元的に集約した提供システムが必要であ
るが、（財）河川情報センターは、「河川流域総合情報システ
ム」によりリアルタイムで情報提供している唯一の機関であり、
本件の目的を達成できる業者は上記法人以外にない。よって、
会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第
３号により、上記財団法人と随意契約を行うものである

その他のもの －（H17年度限り）

6715 （財）日本気象協会 気象情報提供　　１式

島田　淳次
中国地方整備局三次河川国道
事務所
広島県三次市十日市西６丁目２
番１号

平成17年4月1日 2,982,000

(財)日本気象協会は、国民の日常の生活や、経済・産業活動
に多大な影響を与える気象情報を、的確に予測しリスクを抑
え、災害による被害の軽減に資することを目的に設立された公
益法人であり、これまでも防災気象情報の収集、処理・加工、
解析、保管及び提供に関する調査研究、技術開発及びシステ
ム標準化の取り組み等を継続的に実施している。本件では、防
災機関等が有する気象に関する情報を一元的に集約した提供
システムが必要であるが、（財）日本気象協会は、防災気象情
報等の豊富な気象情報をリアルタイムで情報提供している唯
一の機関であり、本件の目的を達成できる業者は上記法人以
外にない。よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条の４第３号の規定により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

6716 （社）中国建設弘済会 江の川河川巡視業務

島田　淳次
中国地方整備局三次河川国道
事務所
広島県三次市十日市西６丁目２
番１号

平成17年4月1日 12,552,960

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の発展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた公益法人であり、これまでも河川巡視業務等の行政補助
に係る業務や、河川に関する研究、取り組み等を継続的に実
施してきており、河川管理に関する豊富な経験と専門的知識、
信頼性を有している。本業務の実施に当たっては、現地状況等
に精通し、河川管理に関する豊富な経験と専門的知識、公平
性等が必要であるが、（社）中国建設弘済会はこれらすべてを
有しており、本業務を遂行できる唯一の機関である。よって、会
計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6717 （社）中国建設弘済会
三次管内広報作業(その１)　　１
式

島田　淳次
中国地方整備局三次河川国道
事務所
広島県三次市十日市西６丁目２
番１号

平成17年4月1日 850,500

本件は、三次河川国道事務所所管の事業促進のため「第２０
回三次さくらまつり及び第１７回江の川親水マラソン」において
広報活動を行うものである。(社)中国建設弘済会は、建設行政
の推進と建設事業の進展に寄与し、国土開発の発展に資する
ことを目的として設立された社団法人であり、建設事業普及の
ための広報活動、建設事業に関する各種業務の受託等、建設
事業を支援する広範な事業を行っており、建設事業に精通し、
専門的な知識と豊富な経験を有する多数の人材を保有してい
る。本件は、昨今の国土交通省関連の広報活動に経験と理解
が必要であり、下記業者はこれらの条件を充たし、過去の実績
から信頼性が高く、業務遂行の誠実性置いて も良好な成果
が得られる団体である。　よって、会計法第２９条の３第４項、
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を
結ぶものである。

見直しの余地があ
るもの

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

6718 （社）中国建設弘済会
三次河川国道事務所事業概要
修正　　１式

島田　淳次
中国地方整備局三次河川国道
事務所
広島県三次市十日市西６丁目２
番１号

平成17年4月19日 672,000

本件は、三次河川国道事務所における事業をより効果的に広
報するため、平成１７年度版の事業概要の修正を行うものであ
る。本業務を実施するためには、国土交通省における河川・道
路事業等を理解したうえで常時収集しているデータを一般住民
にわかりやすい内容で更新・提供することが必要である。(社)
中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄
与し、国土開発の発展に資することを目的として設立された社
団法人である。また、建設事業普及のための広報・啓発活動、
建設事業に関する各種業務の受託、技術開発研究・地域づくり
等、建設事業を支援する広範な事業を行っており、建設事業に
精通し、専門的な知識と豊富な経験を有する多数の人材を保
有している。したがって、昨今の国土交通省関連の広報活動に
対し、豊富な経験と理解力が必要となり、上記法人はこれらの
条件を充たし、過去の実績から信頼性が高く、業務遂行の誠実
性に置いて目的が達成できるの団体である。よって、会計法第
２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があ
るもの

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

6719 （社）中国建設弘済会
行政文書管理データ作成業務
１式

島田　淳次
中国地方整備局三次河川国道
事務所
広島県三次市十日市西６丁目２
番１号

平成17年5月18日 2,362,500

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設行政の進展
に寄与し、もって国土の発展に資することを目的に設立された
ものであり、本業務に必要な技術・知識を、永年にわたる経験
により収得した多数の人材を保有し、この業務遂行に十分な条
件を充たしており、過去の実績から信頼性が高い。本業務は、
行政行為の補助に係る業務あり、（社）中国建設弘済会は、本
業務を遂行できる唯一の機関である。よって、会計法第２９条
の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により
随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6720 （財）河川情報センター 河川情報提供

水野　雅光
中国地方整備局太田川河川事
務所
広島市中区八丁堀３－３０

平成17年4月1日 5,487,300

（財）河川情報センターは、水災害による被害の軽減及び危機
管理並びに河川の適正な管理及び利用の促進に資することを
目的に設立された公益法人であり、これまでも河川・流域情報
の収集、処理・加工、解析、保管及び提供に関する調査研究、
技術開発及びシステム標準化の取り組み等を継続的に実施し
ている。本件では、防災機関等が有する河川及びその流域に
関する河川情報を一元的に集約した提供システムが必要であ
るが、（財）河川情報センターは、「河川流域総合情報システ
ム」によりリアルタイムで情報提供している唯一の機関であり、
本件の目的を達成できる業者は上記法人以外にない。よって、
会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第
３号により、上記財団法人と随意契約を行うものである

その他のもの －（H17年度限り）

6721 （社）中国建設弘済会 高瀬堰監視業務

水野　雅光
中国地方整備局太田川河川事
務所
広島市中区八丁堀３－３０

平成17年4月1日 26,040,000

　（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた公益法人であり、これまでも堰監視業務等の行政補助に
係る業務や、堰に関する研究、取り組み等を継続的に実施して
きており、堰管理に関する豊富な経験と専門的知識、信頼性を
有している。
   本業務の実施に当たっては、高瀬堰の状況に精通し堰管理
にに関する豊富な経験と専門的知識、公平正当が必要である
が（社）中国建設弘済会はこれらすべてを有しており、本業務を
遂行できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6722 （社）中国建設弘済会 河川巡視業務

水野　雅光
中国地方整備局太田川河川事
務所
広島市中区八丁堀３－３０

平成17年4月1日 52,389,091

　　（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進
展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立
されたものであり、過去の実績から信頼性が高く業務遂行の誠
実性においても も良好な成果が期待できる唯一の機関であ
る。さらに、本業務に必要な技術・知識を永年にわたる経験に
より修得した多数の人材を有し、この業務遂行に十分な条件を
充たしている。 よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号により、上記法人と随意契約を行
うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6723 扶桑電通（株）
パーソナルコンピュータ（その３）
賃貸借

水野　雅光
中国地方整備局太田川河川事
務所
広島市中区八丁堀３－３０

平成17年4月1日 1,701,000

過年度に賃貸借契約した機器を引き続き使用するものであり
他に競合する者がないため、会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令１０２条の４第３号により、随意契約を行うもの
である

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6724 （社）中国建設弘済会 灰塚ダム情報案内所管理業務

秋山　良壮
中国地方整備局江の川総合開
発工事事務所
広島県庄原市三日市町６６７－
１

平成17年4月1日 8,668,800

　（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、国土開発の発展に資することを目的に設立されたも
ので、建設事業普及のための広報活動の実績を多数有してい
る。また、行政経験が豊富で、ダム技術、河川技術に関わる専
門知識を持つ人材を数多く有し、ダム及び河川に関わる幅広い
広報活動の展開とこれに基づいた分析などに精通していること
から、本業務を確実かつ円滑に履行できる唯一の機関である。
  よって会計法２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号により、上記社団法人と随意契約を行うものであ
る。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6725 （社）中国建設弘済会 行政文書管理データ作成業務

秋山　良壮
中国地方整備局江の川総合開
発工事事務所
広島県庄原市三日市町６６７－
１

平成17年8月19日 1,323,000

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と進展に寄与し、
もって国土の発展に資することを目的に設立されたものであ
り、本業務に必要な技術・知識を、長年にわたる経験により取
得した多数の人材を有し、この業務遂行に十分な条件を充たし
ており、また、過去の実績から信頼性が高く、業務遂行の誠実
性において も有効な成果が期待できる唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項並びに予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号の規定により、左記の社団法人と随意
契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

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

6726 （社）中国建設弘済会 灰塚ダム監視業務

秋山　良壮
中国地方整備局江の川総合開
発工事事務所
広島県庄原市三日市町６６７－
１

平成17年7月1日 7,140,000

  （社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の発展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた公益法人であり、これまでにもダム監視業務等の行政補
助に係る業務や、ダムに関する研究、取り組み等を継続的に
実施してきており、ダム管理に関する豊富な経験と専門的知
識、信頼性を有している。
　当法人は、本業務の実施に当たって必要となる現地状況へ
の精通、ダム管理に関する豊富な経験と専門的知識、中立性・
公平性の確保等の条件を全て有しており、本業務を遂行できる
唯一の機関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6727 （財）河川情報センター 河川情報提供（一式）

中村　稔
中国地方整備局山口河川国道
事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 1,890,000

　(財)河川情報センターは、防災機関等が有する河川及びその
流域に関する河川情報を一元的に集約した提供システムを有
しており、水災害による被害の軽減及び危機管理並びに河川
の適正な管理及び利用の促進に資することを目的に設立され
た公益法人であり、これまでも河川・流域情報の収集、処理・加
工、解析、保管及び提供に関する調査研究、技術開発及びシ
ステム標準化の取り組み等を継続的に実施している。
上記、（財）河川情報センターは、「河川流域総合情報システ
ム」によりリアルタイムで情報提供している唯一の機関であり、
本件の目的を達成できる業者は上記法人以外にない。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号の規定により、随意契約を行うものである。

その他のもの －（H17年度限り）

6728 （社）中国建設弘済会 佐波川河川巡視業務（一式）

中村　稔
中国地方整備局山口河川国道
事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 12,192,126

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の発展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた公益法人であり、これまでも河川巡視業務等の行政補助
に係る業務や、河川に関する研究、取り組み等を継続的に実
施してきており、河川管理に関する豊富な経験と専門的知識、
信頼性を有している。本業務の実施に当たっては、現地状況等
に精通し、河川管理に関する豊富な経験と専門的知識、公平
性等が必要であるが、（社）中国建設弘済会はこれらすべてを
有しており、本業務を遂行できる唯一の機関である。よって、会
計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6729 （社）中国建設弘済会 土師ダム管理補助業務

永田　智久
中国地方整備局土師ダム管理
所
広島県安芸高田市八千代町土
師３６９－２４

平成17年4月1日 10,509,492

（社）中国建設弘済会は建設行政の推進及び進展に寄与し、
もって国土開発の発展に資することを目的に設立されたもので
あり、過去の実績から信頼性が高く、業務遂行の真実性につい
てもっとも良好な成果が期待できる唯一の機関である。さらに、
本業務に必要な技術・知識を永年にわたる経験によし修得した
多数の人材を保有し、この業務を遂行するには当法人をおい
て他にない。よって、会計法２９条の３第４項、予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号により、この法人と随意契約をおこな
うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6730 （社）中国建設弘済会 土師ダム監視業務

永田　智久
中国地方整備局土師ダム管理
所
広島県安芸高田市八千代町土
師３６９－２４

平成17年4月1日 19,908,000

（社）中国建設弘済会は建設行政の推進及び進展に寄与し、
もって国土開発の発展に資することを目的に設立された社団法
人で、建設事業を支援する広範囲な事業を行っており、本業務
へ携わるものへの教育を実施するなどダム管理に関する専門
的知識及び経験が豊富である。さらには過去の実績から高い
信頼性を有しており本業務を遂行できる唯一の機関である。
よって、会計法２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号により、この法人と随意契約をおこなうものであ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6731 （財）河川情報センター 河川情報提供業務（一式）

土江  秀治
中国地方整備局弥栄ダム管理
所
広島県大竹市小方町小方８１３
－１

平成17年4月1日 1,260,000

(財)河川情報センターは、水災害による被害の軽減及び危機
管理並びに河川の適正な管理及び利用の促進に資することを
目的に設立された公益法人であり、これまでも河川・流域情報
の収集、処理・加工、解析、保管及び提供に関する調査研究、
技術開発及びシステム標準化の取り組み等を継続的に実施し
ている。本件では、防災機関等が有する河川及びその流域に
関する河川情報を一元的に集約した提供システムが必要であ
るが、（財）河川情報センターは、「河川流域総合情報システ
ム」によりリアルタイムで情報提供している唯一の機関であり、
本件の目的を達成できる業者は上記法人以外にない。よって、
会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規
定により、随意契約を行うものである。

その他のもの －（H17年度限り）

6732 （社）中国建設弘済会 弥栄管理補助業務（一式）

土江  秀治
中国地方整備局弥栄ダム管理
所
広島県大竹市小方町小方８１３
－１

平成17年4月1日 10,584,000

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の発展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた公益法人であり、これまでもダム管理補助業務等の行政
補助に係る業務や、ダムに関する研究、取り組み等を継続的
に実施してきており、ダム管理に関する豊富な経験と専門的知
識、信頼性を有している。本業務の実施に当たっては、現地状
況に精通し、ダム管理に関する豊富な経験と専門的知識、公
平性等が必要であるが、（社）中国建設弘済会はこれらすべて
を有しており、本業務を遂行できる唯一の機関である。よって、
会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6733 （社）中国建設弘済会 弥栄監視業務（一式）

土江  秀治
中国地方整備局弥栄ダム管理
所
広島県大竹市小方町小方８１３
－１

平成17年4月1日 19,908,000

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の発展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた公益法人であり、これまでもダム監視業務等の行政補助
に係る業務や、ダムに関する研究、取り組み等を継続的に実
施してきており、ダム管理に関する豊富な経験と専門的知識、
信頼性を有している。本業務の実施に当たっては、現地状況に
精通し、ダム管理に関する豊富な経験と専門的知識、公平性
等が必要であるが、（社）中国建設弘済会はこれらすべてを有
しており、本業務を遂行できる唯一の機関である。よって、会計
法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6734 （社）中国建設弘済会 温井ダム監視業務（一式）

岡　公雄
中国地方整備局温井ダム管理
所
広島県山県郡安芸太田町大字
加計1956－2

平成17年4月1日 19,908,000

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の発展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた公益法人であり、これまでもダム監視業務等の行政補助
に係る業務や、ダムに関する研究、取り組み等を継続的に実
施してきており、ダム管理に関する豊富な経験と専門的知識、
信頼性を有している。
本業務の実施に当たっては、現地状況に精通し、ダム管理に
関する豊富な経験と専門的知識、公平性等が必要であるが、
（社）中国建設弘済会はこれらすべてを有しており、本業務を遂
行できる唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6735 （社）中国建設弘済会 温井ダム管理補助業務（一式）

岡　公雄
中国地方整備局温井ダム管理
所
広島県山県郡安芸太田町大字
加計1956－2

平成17年4月1日 17,640,000

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の発展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた公益法人であり、これまでもダム管理補助業務等の行政
補助に係る業務や、ダムに関する研究、取り組み等を継続的
に実施してきており、ダム管理に関する豊富な経験と専門的知
識、信頼性を有している。
本業務の実施に当たっては、現地状況に精通し、ダム管理に
関する豊富な経験と専門的知識、公平性等が必要であるが、
（社）中国建設弘済会はこれらすべてを有しており、本業務を遂
行できる唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6736 （社）中国建設弘済会
行政文書管理データ作成業務
（一式）

本多　卓志
中国地方整備局苫田ダム管理
所
岡山県苫田郡鏡野町久田下原
1592-4

平成17年9月9日 7,665,000

　（社）中国建設弘済会は、行政の推進と国土交通行政の進展
に寄与し、もって国土の発展に資することを目的に設立された
ものであり、本業務に必要な技術・知識を、永年にわたる経験
により収得した多数の人材を保有し、この業務遂行に十分な条
件を満たしており、また、信頼性が高く、業務遂行の誠実性に
おいても も良好な成果が期待できる唯一の団体である。
　よって、会計法２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

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

6737 （社）中国建設弘済会 苫田監視業務（一式）

本多　卓志
中国地方整備局苫田ダム管理
所
岡山県苫田郡鏡野町久田下原
1592-4

平成17年4月1日 19,530,000

　（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、国土開発の発展に資することを目的として設立され
た社団法人で、建設事業を支援する広範囲な事業を行ってお
り、本業務に携わる者への教育を実施するなどダム管理に関
する専門的知識及び経験が豊富である。さらには過去の実績
から高い信頼性を有しており本業務を遂行できる唯一の機関
である。
　よって、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102
条の4第3号を適用し、随意契約を締結するものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6738 （社）中国建設弘済会 苫田ダム管理補助業務（一式）

本多　卓志
中国地方整備局苫田ダム管理
所
岡山県苫田郡鏡野町久田下原
1592-4

平成17年4月1日 10,080,000

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、国土開発の発展に資することを目的として設立され
た社団法人で、建設事業を支援する広範囲な事業を行ってお
り、本業務に携わる者への教育を実施するなどダム管理に関
する専門的知識及び経験が豊富である。さらには過去の実績
から高い信頼性を有しており本業務を遂行できる唯一の機関
である。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6739
（財）日本建設情報総合セン
ター

ＴＲＡＢＩＳ登録作業（一式）

谷本　尚威
中国地方整備局中国技術事務
所
広島市安芸区船越南２－８－１

平成17年10月7日 4,074,000

本作業の実施にあたって建設分野の情報化に関して卓越した
技術力・総合的な能力を保有していること、技術情報の機密保
持が保たれることが必要であり、（財）日本建設情報総合セン
ターは、これらの必要条件をすべて満たしているとともに、ＴＲＡ
ＢＩＳの開発・改良を行ってきており、各地方整備局のＴＲＡＢＩＳ
の維持管理業務を遂行できる唯一の機関である。よって、会計
法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

6740 （財）海洋架橋・橋梁調査会 耐震補強管理マップ修正作業
望月　常好
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年4月28日 1,995,000

（財）海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関す
る技術、経済、環境その他の問題についての調査研究、知識
の普及等を行い橋梁事業の円滑な発展を図ることによって、国
民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを目的とした
財団で、道路橋の保全に関する高度な技術と豊富な実績を有
する組織であることから、道路橋に係わる調査・管理業務の高
度な知識・技術・情報と豊富な経験を有し、また、昨年開発した
独自システムを有している唯一の公益法人であることから、本
件に必要な上記能力を有する者は、（財）海洋架橋・橋梁調査
会をおいて他にない。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6741 （財）気象業務支援センター 防災気象情報提供
望月　常好
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年4月1日 7,560

本件は、「防災気象情報提供」により、気象情報の提供を受け
防災業務に資することを目的とするものである。　財団法人気
象業務支援センターは、情報化社会にふさわしい質の高い気
象情報サービスの実現を目指し、官・民の役割分担による総合
的な気象事業の展開を図るため、気象庁と民間気象事業を結
ぶセンターとしての役割を担うべく設立された法人であり、気象
庁の保有する各種気象情報のオンライン・オフラインによる情
報提供を実施している。よって、会計法第２９条の３第４項、予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を結
ぶものである。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6742 （財）経済調査会 資材単価調査業務
望月　常好
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年4月1日 3,885,000

本業務は、「月刊積算資料」及び「季刊土木施工単価」に掲載
されている市況単価のうち当局が指定する資材について、電子
データとして整理するものであり、（財）経済調査会は、本デー
タを有している唯一の法人である。よって、会計法第２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意
契約を行うものである。 見直しの余地があ

るもの
一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6743 （財）建設業技術者センター 企業情報提供
望月　常好
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年4月1日 3,150,000

提供する情報については、行政行為の補助に係るものであり、
建設分野の企業に係る特定の情報を有し、かつ、豊富な情報
収集能力及び高度な守秘義務が求められることから、（財）建
設業技術者センターは、本件を遂行できる唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により、随意契約を行うものである。 その他のもの

－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6744 （財）建設物価調査会 建設資材単価調査業務
望月　常好
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年4月1日 3,675,000

本業務は、「月刊建設物価」及び「季刊土木コスト情報」に掲載
されている市況単価のうち当局が指定する資材について、電子
データとして整理するものであり、（財）建設物価調査会は、本
データを有している唯一の法人である。よって、会計法第２９条
の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、
随意契約を行うものである。 見直しの余地があ

るもの
一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

6745 （財）自動車検査登録協力会
道路交通センサス営業用ＯＤ調
査対象車両（自動車）抽出

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年8月11日 2,348,010

本調査で取り扱う情報（自動車登録ファイル：自動車登録番
号、登録年次、自動車の種別、使用の本拠、使用の本拠の位
置、使用者の氏名または名称、使用者の住所ほか）は個人情
報・企業機密に属する情報であり、情報セキュリティの確保が
重要となる。当該財団法人は、国が実施する自動車検査登録
行政に協力し、自動車検査登録関係資料の作成及び自動車
検査登録に関する申請書である入力媒体であるＯＣＲシートを
国土交通省の承認を得て作成しており、本業務の遂行上要求
される情報を所有し、取り扱える唯一の機関である。よって、会
計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号により、随意契約を行うものである。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6746 （財）道路管理センター
道路占用許可電子申請システム
運用支援業務

望月　常好
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年4月1日 97,650,000

本業務は、本ｼｽﾃﾑの受付ｻｰﾊﾞを管理し、運用をｻﾎﾟｰﾄするも
のであるが、本業務の遂行にあたっては、ｼｽﾃﾑ運用に支障が
生じないよう迅速な対応と、利用者からの問い合わせに対し適
切に対応する必要がある。当該法人は占用申請手続きにも精
通しており、また本ｼｽﾃﾑの研究・開発を実施し著作者人格権を
有し、本ｼｽﾃﾑの内容を熟知していることから、円滑かつ正確な
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの修正・検証、責任の明確化が確保でき、本業務を遂
行できる唯一の機関である。よって、会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約
を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6747 （財）道路管理センター
平成１７年度道路占用許可電子
申請システム改良業務

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年12月7日 9,870,000

本業務は、本ｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの改良を実施するものである
が、本業務の遂行にあたっては、ｼｽﾃﾑ運用に支障が生じない
よう対応する必要がある。左記法人は占用申請手続きにも精
通しており、また本ｼｽﾃﾑの研究・開発を実施し著作者人格権を
有し、本ｼｽﾃﾑの内容を熟知していることから、円滑かつ正確な
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの修正・検証、責任の明確化が確保でき、本業務を遂
行できる唯一の機関である。よって、会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約
を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6748 （財）道路保全技術センター
道路防災情報共有システム改良
業務

望月　常好
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年7月15日 71,295,000

（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調
査・研究、診断、技術開発、システム開発整備、技術の指導、
情報の収集整理及び提供を行うことにより効率的かつ合理的
な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に
貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的として設立され
た公益法人である。上記法人は本業務での改良対象である道
路防災情報共有システムの開発はもとより、同システムとデー
タ連携をしている道路管理データ活用システムに関する開発・
改良を継続的に実施しており、道路管理に関連するシステムの
構成に熟知しているとともに、専門的かつ高度な技術力を有し
ている。また、本業務の実施にあたり、本システムの開発業者
と異なる業者が改良を行った場合、本システムの構成等の把
握が困難であるばかりでなく、本システムに不具合が生じた場
合その責任の所在が不明瞭となり、管理運用体制に重大な支
障を生じることから、円滑かつ正確なシステムの改良・検証及
び責任の明確化を確保できる唯一の機関である。よって、会計
法第２９条の３第４項及び国の物品等又は特定役務の調達手
続きの特例を定める特例政令第13条第１項第１号により、上記
法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6749 （財）道路保全技術センター
中国地方緊急輸送道路の橋梁
耐震補強進捗マップ作成

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成18年1月26日 3,643,500

（財）道路保全技術センターは道路保全の技術に関する調査、
研究等を目的として設立された唯一の法人である。このため、
橋梁、トンネル等の道路施設に関するデータ収集をはじめ、地
震および集中豪雨時の総合的な災害対策等に関する調査研
究等を実施し、これらに関する専門的な知識、経験が豊富であ
り、精通した技術者を多数有している。
また、上記法人が自主研究として構築している道路防災ＧＩＳ
は、全国の主要な防災拠点情報や緊急輸送道路の指定状況、
橋梁などの主要構造物情報など、今回作成する橋梁耐震補強
マップ作成に必要となる基礎データが既に整理されている。
これらの経験や保有データを本件において活用する事により、
一貫した検討結果が迅速かつ的確に得られるとともに、そのノ
ウハウを引き続き活用できる。
以上のことから、（財）道路保全技術センターは、本件において
必要となる高度な知見及び技術を保有し、本件を遂行しうる唯
一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４号、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号に該当し、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）

公募手続き
を導入

6750 （財）道路保全技術センター 道路管理データ解析作業
甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成18年3月8日 2,394,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠。よって、会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により、随意契約を行うものである

18年度以降におい
て当該事務・事業
の委託等を行わな
いもの

－



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6751
（財）日本デジタル道路地図
協会

デジタル道路地図データベース
更新業務

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成18年1月5日 34,335,000

「デジタル道路地図データベース」は、官民の取り決めに基づき
双方の負担により作成・更新されており、その著作権を有して
いる唯一の財団であるため。よって、会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約
を行うものである

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6752
（財）日本建設情報総合セン
ター

ソフトウェア「建設リサイクルデー
タ統合システム（ＣＤ－ＲＯＭ
版）」購入

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年8月24日 2,220,750

本ソフトウェアは、一般には販売されておらず、（財）日本建設
情報総合センターのみが販売している。よって、会計法第２９条
の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、
随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

6753
（財）日本建設情報総合セン
ター

図書「土木工事標準積算基準
書」購入

望月　常好
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年6月2日 7,450,000

本図書は、（財）日本建設情報総合センターのみが発行、販売
しているもので、一般書店等では販売されていない。よって、会
計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

6754
（社）全国軽自動車協会連合
会

道路交通センサス営業用ＯＤ調
査対象車両（軽自動車）抽出

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年8月22日 2,209,584

（社）全国軽自動車協会連合会は、軽自動車の盗難詐欺等に
よる不正届出および不正検査申請等の防止対策を確立し、そ
の届出および検査申請等の業務の健全化を図ることにより国
の行う軽自動車の所有者及び使用者の氏名、名称の確認及び
これを証する書面の発行に関する業務に携わっており、本業務
の遂行上要求される情報を所有し、取り扱える唯一の機関であ
る。よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6755 （社）中国建設弘済会
現場説明書追加事項・特記仕様
書事例とりまとめ作業

甲村　謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成18年2月22日 1,858,500

これまでに直轄工事における「積算補助業務」に断続的に携わ
り、工事設計図書資料とりまとめにおける一連の内容を熟知し
経験豊富で専門的な知識を有しており本作業を行える唯一の
機関である。よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものであ
る。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6756 扶桑電通（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借
（その１）

望月　常好
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成17年4月1日 5,075,784

前年度賃貸借契約した機器を引き続き使用するものであり、他
に競合するものがない。よって、会計法第２９条の３第４項、予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行う
ものである。 その他のもの

－
(随意契約によらざる
を得ないもの)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6757 （社）中国建設弘済会 鳥取道路巡回業務

安田　泰二
中国地方整備局鳥取河川国道
事務所
鳥取県鳥取市田園町4－400

平成17年4月1日 44,730,000

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた社団法人であり、本業務に必要な技術・知識を、長年にわ
たる経験により修得した多数の人材を保有している。
本業務の実施にあたっては、道路管理に関する行政的知識を
有する人材が必要であるとともに、公平性・中立性の確保、機
密の保持が必要であり、（社）中国建設弘済会は業務遂行に十
分な条件を満たすとともに、過去の実績から信頼性が高く、業
務遂行の誠実性においても も良好な成績が期待できる唯一
の機関である。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6758 （社）中国建設弘済会 道路管理補助業務

安田　泰二
中国地方整備局鳥取河川国道
事務所
鳥取県鳥取市田園町4－400

平成17年4月1日 14,490,000

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた社団法人であり、本業務に必要な技術・知識を、長年にわ
たる経験により修得した多数の人材を保有している。本業務の
実施にあたっては、道路管理関する行政的知識を有する人材
が必要であるとともに、公平性・中立性の確保、機密の保持が
必要であり、（社）中国建設弘済会は業務遂行に十分な条件を
充たすとともに、過去の実績から信頼性が高く、業務遂行の誠
実性において も良好な成績が期待できる唯一の機関であ
る。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6759 （社）中国建設弘済会 道路情報連絡業務

安田　泰二
中国地方整備局鳥取河川国道
事務所
鳥取県鳥取市田園町4－400

平成17年4月1日 16,380,000

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた社団法人であり、本業務に必要な技術・知識を長年にわた
る経験により修得した多数の人材を保有している。本業務の実
施に当たっては、道路管理に関する行政的知識を有する人材
が必要でとともに、公平性・中立性の確保、機密の保持が必要
であり、（社）中国建設弘済会は業務遂行に十分な条件を満た
すとともに、過去の実績から信頼性が高く、業務遂行の誠実性
においても も良好な成績が期待できる唯一の機関である。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6760 （社）中国建設弘済会
特車更新手続案内はがき作成
及び更新リスト作成　（一式）

嘉本　昭夫
中国地方整備局倉吉河川国道
事務所
鳥取県倉吉市福庭町１－１８

平成17年11月11日 41,810

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた社団法人であり、本業務に必要な技術・知識を長年にわた
る経験により修得した多数の人材を保有している。本業務の実
施にあたっては、道路管理に関する行政的知識を有する人材
が必要であるとともに、公平性・中立性の確保、機密の保持が
必要であり、（社）中国建設弘済会は業務遂行に十分な条件を
満たすとともに、過去の実績から信頼性が高く、業務遂行の誠
実性において も良好な成績が期待できる唯一の機関であ
る。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

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

6761 （社）中国建設弘済会 倉吉道路巡回業務　（一式）

嘉本　昭夫
中国地方整備局倉吉河川国道
事務所
鳥取県倉吉市福庭町１－１８

平成17年4月1日 29,101,517

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた社団法人であり、本業務に必要な技術・知識を、長年にわ
たる経験により修得した多数の人材を保有している。
本業務の実施にあたっては、道路管理に関する行政的知識を
有する人材が必要であるとともに、公平性・中立性の確保、機
密の保持が必要であり、（社）中国建設弘済会は業務遂行に十
分な条件を満たすとともに、過去の実績からも信頼性が高く、
確実な業務遂行が期待できる唯一の機関である。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6762 （社）中国建設弘済会
倉吉道路情報管理連絡業務
（一式）

嘉本　昭夫
中国地方整備局倉吉河川国道
事務所
鳥取県倉吉市福庭町１－１８

平成17年4月1日 15,372,000

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた社団法人であり、本業務に必要な技術・知識を永年にわた
る経験により修得した多数の人材を保有し、十分な条件を満た
すとともに、過去の実績から信頼性が高く、確実な業務遂行が
できる唯一の機関である。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、上記社団法人と随意契約を行うもの
である。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6763 （社）中国建設弘済会
一般国道平面図購入　（５００
枚）

嘉本　昭夫
中国地方整備局倉吉河川国道
事務所
鳥取県倉吉市福庭町１－１８

平成17年5月23日 189,000

本業務は、中国地方整備局管内の道路における道路行政(計
画・工事・管理)の郊率化を目的とし、道路地図（一般国道平面
図）を購入するものである。（社）中国建設弘済会は、建設行政
の推進と建設事業の進展に寄与し、もって国土開発の発展に
資することを目的に設立された社団法人であり、本業務に必要
な技術・知識を長年にわたる経験により修得したデータを保有
している。よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものであ
る。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6764 （社）中国建設弘済会 道路管理補助業務

島村　喜一
中国地方整備局松江国道事務
所
松江市西津田２－６－２８

平成17年4月1日 30,236,685

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた社団法人であり、本業務に必要な技術・知識を、長年にわ
たる経験により修得した多数の人材を保有している。本業務の
実施にあたっては、道路管理関する行政的知識を有する人材
が必要であるとともに、公平性・中立性の確保、機密の保持が
必要であり、（社）中国建設弘済会は業務遂行に十分な条件を
充たすとともに、過去の実績から信頼性が高く、業務遂行の誠
実性において も良好な成績が期待できる唯一の機関であ
る。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6765 （社）中国建設弘済会 松江国道道路巡回業務

島村　喜一
中国地方整備局松江国道事務
所
松江市西津田２－６－２８

平成17年4月1日 80,838,498

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れたものであり、本業務に必要な技術・知識を、長年にわたる
経験により修得した人材を保有し、業務遂行に十分な条件を満
たすとともに、過去の実績から信頼性が高く、業務遂行の誠実
性においても も良好な成績が期待できる唯一の機関である。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6766 （社）中国建設弘済会 直轄自専道外管理業務

島村　喜一
中国地方整備局松江国道事務
所
松江市西津田２－６－２８

平成17年4月1日 55,959,540

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れたものであり、本業務に必要な技術・知識を、長年にわたる
経験により修得した人材を保有し、業務遂行に十分な条件を満
たすとともに、過去の実績から信頼性が高く、業務遂行の誠実
性においても も良好な成績が期待できる唯一の機関である。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6767 （社）中国建設弘済会
浜田国道維持出張所他広報関
係補助業務（一式）

分任支出負担行為担当官　中国
地方整備局浜田河川国道事務
所長　宮原　慎
島根県浜田市相生町3973

平成17年 4月 1日 7,182,000

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた社団法人である。また同法人は、建設省中国地方整備局
（現国土交通省中国地方整備局）が道路巡回を保管することを
目的に平成８年度から発足させた「ロードサポーター制度」の会
員の登録事務等を行うとともに本業務に必要な技術・知識を、
長年にわたる経験により修得した人材を保有し、業務遂行に十
分な条件を充たすとともに、過去の実績から信頼性が高く、業
務遂行の誠実性において も良好な成績が期待できる唯一の
機関である。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、上記法人と随意契約を行うものであ
る。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6768 （社）中国建設弘済会 道路巡回業務（一式）

宮原　慎
中国地方整備局浜田河川国道
事務所
島根県浜田市相生町3973

平成17年 4月 1日 34,822,200

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れたものであり、本業務に必要な技術・知識を、永年にわたる
経験により修得した人材を保有し、業務遂行に十分な条件を満
たすとともに、過去の実績から信頼性が高く、業務遂行の誠実
性においても も良好な成績が期待できる唯一の機関である。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6769 （社）中国建設弘済会
特殊車両通行許可外補助業務
（一式）

宮原　慎
中国地方整備局浜田河川国道
事務所
島根県浜田市相生町3973

平成17年 4月 1日 5,903,361

　（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた社団法人であり、 本業務に必要な技術・知識を、長年にわ
たる経験により修得した多数の人材を保有している。
本業務の実施あたっては、道路管理に関する行政的知識を有
する人材が必要であるとともに、公平性・中立性の確保、機密
の保持が必要であり、　（社）中国建設弘済会は業務遂行に十
分な条件を満たすとともに、過去の実績から信頼性が高く、業
務遂行の誠実性において も良好な成績が期待できる唯一の
機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、上記社団法人と随意契約を行うも
のである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6770 （社）中国建設弘済会
道路緊急ダイヤル情報管理業
務（一式）

加藤　恒太郎
中国地方整備局岡山国道事務
所
岡山市富町２－１９－１２

平成17年8月31日 17,125,500

(社)中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展に
寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立され
た公益法人であり、道路管理に関する業務経験が豊富なこと
から本業務に必要な知識と経験を習得した多数の人材を有し
ており、これまでの実績からも信頼性が高いことから、本業務
の遂行において良好な成果が期待できる唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6771 （社）中国建設弘済会 道路管理補助業務（一式）

加藤　恒太郎
中国地方整備局岡山国道事務
所
岡山市富町２－１９－１２

平成17年4月1日 33,402,420

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた社団法人であり、本業務に必要な技術・知識を修得した多
数の人材を保有している。本業務の実施にあたっては、道路管
理に関する行政的知識を有する人材が必要であるとともに、公
平性・中立性の確保、機密の保持が必要であり、（社）中国建
設弘済会は業務遂行に十分な条件を満たすとともに、過去の
実績から信頼性が高く、業務遂行の誠実性において も良好
な成績が期待できる唯一の機関である。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6772 （社）中国建設弘済会 岡山道路巡回業務（一式）

加藤　恒太郎
中国地方整備局岡山国道事務
所
岡山市富町２－１９－１２

平成17年4月1日 140,124,376

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた社団法人であり、本業務に必要な技術・知識を、長年にわ
たる経験により修得した多数の人材を保有している。
本業務の実施にあたっては、道路管理に関する行政的知識を
有する人材が必要であるとともに、公平性・中立性の確保、機
密の保持が必要であり、（社）中国建設弘済会は業務遂行に十
分な条件を満たすとともに、過去の実績から信頼性が高く、業
務遂行の誠実性においても も良好な成績が期待できる唯一
の機関である。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6773 （社）中国建設弘済会 道路情報管理業務（一式）

加藤　恒太郎
中国地方整備局岡山国道事務
所
岡山市富町２－１９－１２

平成17年4月1日 82,407,536

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた社団法人であり、本業務に必要な技術・知識を修得した人
材を保有しており、業務遂行に十分な条件を満たすとともに、
過去の実績から信頼性が高く、業務遂行の誠実性においても

も良好な成績が期待できる唯一の機関である。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、上記社団法人と随意契約を行うもの
である。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6774 （社）中国建設弘済会 道路事業広報催物企画運営

齋藤　実
中国地方整備局福山河川国道
事務所
広島県福山市三吉町４－４－１
３

平成17年7月21日 976,500

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、国土開発の発展に資することを目的に設立されたも
のであり、本業務に必要な技術力・知識経験豊富な人材を多
数保有し、現地の状況に精通しているとともに、過去の実績か
ら信頼性・中立性が高く業務遂行の誠実性においても良好な成
果が期待できる唯一の業者であることから、会計法第２９条の
３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、
上記社団法人と随意契約をするものである。

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6775 （社）中国建設弘済会
特殊車両通行許可申請処理業
務（一式）

小椋　義弘
中国地方整備局福山河川国道
事務所
広島県福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 14,364,000

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた社団法人であり、本業務に必要な技術・知識を長年にわた
る経験により修得した多数の人材を保有している。本業務の実
施にあたっては、道路管理に関する行政的知識を有する人材
が必要であるとともに、公平性・中立性の確保、機密の保持が
必要であり、（社）中国建設弘済会は業務遂行に十分な条件を
満たすとともに、過去の実績から信頼性が高く、業務遂行の誠
実性において も良好な成績が期待できる唯一の機関であ
る。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6776 （社）中国建設弘済会 福山道路巡回業務（一式）

小椋　義弘
中国地方整備局福山河川国道
事務所
広島県福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 36,182,458

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた社団法人であり、本業務に必要な技術・知識を、長年に亘
る経験により習得した多数の人材を保有し、業務遂行に必要不
可欠な条件を満たす共に、過去の実績から信頼性が高く、業務
遂行の誠実性においても確実且つ円滑な履行ができる唯一の
機関である。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、上記法人と随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6777 （社）中国建設弘済会 三原管理所管理業務（一式）

小椋　義弘
中国地方整備局福山河川国道
事務所
広島県福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 9,072,000

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、国土開発の発展に資することを目的として設立され
た機関であり、建設事業普及のための広報活動、建設事業に
関する各種業務の受託等、建設事業を支援する広範な事業を
行っている。　上記法人は、建設事業に関する豊富な各種の業
務実績を有する共に、建設行政、建設事業に精通し業務履行
上の高い信頼性と規範性、守秘性を保持、建設事業に関する
専門的な知識、知見、豊富な経験を有する多数の人材を保有
している。　本業務の履行にあたっては、当事務所における的
確な事業執行上、安定継続性及び高い処理能力等資質の高
い要員の確保が必要であると共に、業務処理内容に関する守
秘性の確保を基本とした業務遂行上の誠実性が求められる。
上記法人は、前記条件をすべて満足する唯一の機関であり、
当事務所の事業執行に著しい支障を生ずることなく、 も適切
で良好な本業務の成果が期待できるものである。よって、会計
法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号により、上記法人と随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6778 （財）日本気象協会 気象情報等通報業務（一式）

小椋　義弘
中国地方整備局福山河川国道
事務所
広島県福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 1,020,594

（財）日本気象協会は、昭和25年設立以来、気象、地象、水象
等の知識の啓発・普及を始めとする気象庁の補完的事業のみ
ならず、国、自治体等の気象調査について、技術力を高く評価
され、多数の気象観測や研究調査等を実施している。日本気
象協会は、中国支店を配置し356日24時間体制(通常時は04時
～20時以外は関西支社でバックアップしているが、警報発令等
の異常気象時は24時間体制)で業務をおこなっている、業務実
施体制のある広島県唯一の予報認可団体である。また、本業
務に必要な気象データを、気象庁よりオンラインや広島地方気
象台よりFAXでデータを取得している。また、広島地方気象台
近くに事務所をかまえていて、 悪、人手による気象情報を入
手し提供する体制をもっているなどデータ提供の確実性を考慮
すると、本業務遂行に必要な諸条件を満足する唯一の公益法
人機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計例第１０２
条の４第３号を適用し、上記業者と随意契約を締結するもので
ある。

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

6779 （社）中国建設弘済会 三次道路情報連絡業務（一式）

島田　淳次
中国地方整備局三次河川国道
事務所
広島県三次市十日市西６丁目２
番１号

平成17年4月1日 11,466,000

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れたものであり、本業務に必要な技術・知識を長年にわたる経
験により修得した多数の人材を保有し、業務遂行に十分な条
件を充たすとともに、過去の実績から信頼性が高く、業務遂行
の確実性においても も良好な成果が期待できる唯一の機関
である。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6780 （社）中国建設弘済会 三次道路巡回業務（一式）

島田　淳次
中国地方整備局三次河川国道
事務所
広島県三次市十日市西６丁目２
番１号

平成17年4月1日 24,948,000

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた社団法人であり、本業務に必要な技術・知識を、永年にわ
たる経験により修得した多数の人材を保有し、業務遂行に十分
な条件を充たすとともに、過去の実績から信頼性が高く、業務
遂行の誠実性において も良好な成果が期待できる唯一の機
関である。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、上記法人と随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6781 （社）中国建設弘済会 道路巡回業務（一式）

上田　敏
中国地方整備局広島国道事務
所
広島市南区東雲２丁目１３－２８

平成17年4月1日 115,668,000

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた社団法人であり、本業務に必要な技術・知識を、長年にわ
たる経験により修得した多数の人材を保有している。
本業務の実施にあたっては、道路管理に関する行政的知識を
有する人材が必要であるとともに、公平性・中立性の確保、機
密の保持が必要であり、（社）中国建設弘済会は業務遂行に十
分な条件を満たすとともに、過去の実績から信頼性が高く、業
務遂行の誠実性においても も良好な成績が期待できる唯一
の機関である。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、上記法人と随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6782 （社）中国建設弘済会 道路情報連絡業務（一式）

上田　敏
中国地方整備局広島国道事務
所
広島市南区東雲２丁目１３－２８

平成17年4月1日 16,884,000

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れたものであり、本業務に必要な技術・知識を長年にわたる経
験により修得した多数の人材を保有し、業務遂行に十分な条
件を充たすとともに、過去の実績から信頼性が高く、業務遂行
の誠実性において本業務が円滑に遂行できる唯一の機関であ
る。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6783 （社）中国建設弘済会 道路管理補助業務（一式）

上田　敏
中国地方整備局広島国道事務
所
広島市南区東雲２丁目１３－２８

平成17年4月1日 7,056,000

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた社団法人であり、本業務に必要な技術・知識を長年にわた
る経験により修得した多数の人材を保有し、過去の実績から信
頼性が高く、業務遂行の誠実性において、本業務が円滑に遂
行できる唯一の機関である。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6784 （社）中国建設弘済会 特殊車両補助業務（一式）

上田　敏
中国地方整備局広島国道事務
所
広島市南区東雲２丁目１３－２８

平成17年4月1日 21,168,000

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた社団法人であり、本業務に必要な技術・知識を長年にわた
る経験により修得した多数の人材を保有している。本業務の実
施にあたっては、道路管理に関する行政的知識を有する人材
が必要であるとともに、公平性・中立性の確保、機密の保持が
必要であり、（社）中国建設弘済会は業務遂行に十分な条件を
満たすとともに、過去の実績から信頼性が高く、業務遂行の誠
実性において も良好な成績が期待できる唯一の機関であ
る。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6785 （財）道路保全技術センター
道路防災講演会及びパネル展
示企画運営（一式）

中村　稔
中国地方整備局山口河川国道
事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年7月8日 4,042,500

財団法人道路保全技術センターは、「道路保全の技術に関す
る調査研究・開発、技術の指導及び道路保全に関するシステ
ムの開発・整備を行い道路交通の安全と円滑化に貢献し、国
民生活の向上に寄与する」ことを目的として設立された公益法
人で、道路防災総点検要領の検討、被災履歴情報管理、防災
カルテ情報管理、災害時情報収集についてのシステム検討に
加え、日本各地の災害情報やその要因並びに災害対策復旧
工法等に係わる業務経験も豊富に有しており、本業務の遂行
に十分な条件を充たすとともに、過去の実績から信頼性も高
く、 も良好な成果が期待できる唯一の機関である。
よって、会計法第２９条３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条４第３号により随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの
（平成１９年度以降）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6786 （社）中国建設弘済会 山口道路巡回業務（一式）

中村　稔
中国地方整備局山口河川国道
事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 159,312,788

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れた社団法人であり、本業務に必要な技術・知識を、永年にわ
たる経験により修得した多数の人材を保有し、業務遂行に十分
な条件を充たすとともに、過去の実績から信頼性が高く、業務
遂行の誠実性においてまた公平性・中立性の確保、機密保持
の観点からも、 も良好な成績が期待できる唯一の機関であ
る。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、上記社団法人と随意契約を行うもの
である。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6787 （社）中国建設弘済会 道路管理補助業務（一式）

中村　稔
中国地方整備局山口河川国道
事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 14,229,340

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れたものであり、本業務に必要な技術・知識を長年にわたる経
験により修得した多数の人材を保有し、業務遂行に十分な条
件を満たすとともに、過去の実績から信頼性が高く、業務遂行
の誠実性においても も良好な成績が期待できる唯一の機関
である。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6788 （社）中国建設弘済会 道路情報連絡業務（一式）

中村　稔
中国地方整備局山口河川国道
事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 25,931,521

（社）中国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的に設立さ
れたものであり、本業務に必要な技術・知識を永年にわたる経
験により修得した人材を保有し、業務遂行に十分な条件を充た
すとともに、過去の実績から信頼性が高く、業務遂行の誠実性
においても も良好な成果が期待できる唯一の機関である。
よって、会計法２９条の３第４項、及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、上記社団法人と随意契約を行うもの
である。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6789 扶桑電通（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借
（その1）（一式）

中村　稔
中国地方整備局山口河川国道
事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 2,459,520

過年度に３ヶ年の賃貸借契約した機器を引き続き使用するもの
であり他に競合する者がない。よって、会計法２９条の３第４
項、及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随
意契約を行うものである。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6774 中国電力(株)鳥取営業所
秋里電線共同溝の引込管及び
連系管の整備

安田　泰二
中国地方整備局鳥取河川国道
事務所
鳥取県鳥取市田園町４ー４００

平成18年2月17日 3,105,835 競争の余地がない その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6775 中国電力（株）
一般国道９号米子地区電線共
同溝（久米町工区）引込管路工
事

嘉本昭夫
中国地方整備局倉吉河川国道
事務所
倉吉市福庭町1-18

平成17年7月1日 1,406,616 競争の余地がない その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6776
中国電力株式会社浜田営業
所長

一般国道９号殿町電線共同溝
の引込管路の整備に関する委
託契約

宮原　慎
中国地方整備局
浜田河川国道事務所
島根県浜田市相生町３９７３

平成17年11月15日 8,893,788 競争の余地がない その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6777
中国電力株式会社浜田営業
所長

殿町電線共同溝の引込管及び
連系管路の整備に関する委託

宮原　慎
中国地方整備局
浜田河川国道事務所
島根県浜田市相生町３９７３

平成18年1月31日 6,707,131 競争の余地がない その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6778 中国電力（株）出雲営業所長
一般国道９号（大津町地区～今
市町地区）電線共同溝の引込管
路工

島村　喜一
中国地方整備局松江国道事務
所

平成17年4月18日 16,624,412 競争の余地がない その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6779 中国電力（株）岡山営業所長
岩井電線共同溝引込管路工事
（北側）

長谷川　朋弘
岡山国道事務所
岡山市富町2-19-2

平成17年12月26日 10,837,838 競争の余地がない その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6780 中国電力（株）岡山営業所長
岡山西電線共同溝引込管路工
事（第１工事）

長谷川　朋弘
岡山国道事務所
岡山市富町2-19-2

平成17年12月26日 7,603,509 競争の余地がない その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6781 中国電力（株）岡山営業所長
岡山西電線共同溝引込管路工
事（第２工事）

長谷川　朋弘
岡山国道事務所
岡山市富町2-19-2

平成17年12月26日 6,096,218 競争の余地がない その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6782 中国電力（株）三次営業所 配電設備等撤去作業

秋山　良壮
中国地方整備局江の川総合開
発工事事務所
広島県庄原市三日市町６６７－

平成17年9月2日 797,690
ダム事業地内の配電設備の撤去作業を行うものであり、当該
設備については事業者が特定され、競争の余地がないもので
あるため。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6783 中国電力（株）三次営業所 配電設備等移設作業

秋山　良壮
中国地方整備局江の川総合開
発工事事務所
広島県庄原市三日市町６６７－

平成18年2月8日 399,780
ダム事業地内の配電設備の移設を行うものであり、当該設備
については事業者が特定され、競争の余地がないものである
ため。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6784 中国電力（株）三次営業所 配電設備等移設作業

秋山　良壮
中国地方整備局江の川総合開
発工事事務所
広島県庄原市三日市町６６７－

平成17年4月1日 29,355
ダム事業地内の配電設備等の移設作業を行うものであり、当
該設備については事業者が特定され、競争の余地がないもの
であるため。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6785 中国電力（株）三次営業所 配電設備等撤去作業

秋山　良壮
中国地方整備局江の川総合開
発工事事務所
広島県庄原市三日市町６６７－

平成17年4月1日 297,776
ダム事業地内の配電設備等の撤去作業を行うものであり、当
該設備については事業者が特定され、競争の余地がないもの
であるため。

その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6786 中国電力株式会社呉営業所
呉広電線共同溝（２工区）引込
管及び連系管路（その２）工事

上田敏中国地方整備局広島国
道事務所広島市南区東雲2-13-
28

平成17年12月22日 12,804,738 競争の余地がない その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6787 中国電力（株）
一般国道１９１号上新地町地区
電線共同溝引込管路整備委託
契約

中村　稔
中国地方整備局
山口河川国道事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年6月1日 4,514,853 競争の余地がない その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6788 中国電力（株）
一般国道１９１号上新地町地区
電線共同溝引込管路整備委託
契約

中村　稔
中国地方整備局
山口河川国道事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年6月1日 7,884,878 競争の余地がない その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)

6789 中国電力（株）
一般国道１９１号上新地町地区
電線共同溝引込管路整備委託
契約

中村　稔
中国地方整備局
山口河川国道事務所
山口県防府市国衙1-10-20

平成17年6月1日 8,769,672 競争の余地がない その他のもの
－
(随意契約によらざる
を得ないもの)



番号 所管公益法人等の名称
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6790 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　情報公開室にお
ける受付等業務（一式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目２６
－３２

平成17年4月1日 9,502,500

多岐にわたる開示請求に対応するため、情報公開法の主旨を
理解するとともに、四国地方整備局内の各組織の業務分担・業
務内容、行政文書の内容について対外的に説明でき、併せて
行政文書主務課との迅速・的確な連絡調整ができる豊富な行
政経験と四国地方整備局の業務内容に精通していることが求
められる。また、本業務は、行政文書の開示請求に関する公平
な対応及び取扱いが求められることから、その立場上営利を目
的としない極めて高い公平性・中立性及び高度な守秘義務が
求められる業務である。（会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２の４第３項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（19年度から一般競
争入札等に移行）

6791 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　技術管理補助業
務委託（一式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目２６
－３２

平成17年4月1日 25,200,000

本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為に係
る公共性の高い業務の補助であるため、公共土木工事におけ
る調査・計画・積算・監督・検査・管理等にわたる豊富な行政経
験と公平・中立性及び特別な守秘義務が求められる。（社）四
国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与
するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、建設行
政を補完する機関として設立された公益法人である。当法人
は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に係る調
査・計画・積算・監督・検査・管理等の豊富な行政経験を有する
技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務遂行
や特別な守秘義務の保持に対処できる厳格な服務規律が確
保されている。また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図る
ため、蓄積した実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整
備し「管理技術者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めて
いる。さらに、業務の遂行にあたっては、ISO９００１に登録され
た「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確
保に努めている。従って、特定の経験及び知識を有し、かつ公
平・中立性及び特別な守秘義務を有する者である。以上から、
上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯一の法人であ
り、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（19年度から一般競
争入札等に移行）

6792 （社）四国建設弘済会
建設産業の再生の推進に関す
る調査・検討業務（一式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目２６
－３２

平成17年4月1日 9,975,000

本業務では、建設業許可行政庁が保有する建設業許可申請
書並びに経営事項審査申請書等における生年月日等の個人
情報を大量に取り扱うため、契約の相手方は、厳格な守秘義
務が求められることはもとより、豊富な建設行政経験のある者
で、他の行政庁や民間に対して中立・公平であり、かつ、監督
官庁の指導下に置かれている組織であることが必要である。社
団法人四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進
展に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。当法人は本業務の履行に必要不可欠な建設行政上
の豊富な知識や経験を有する人材を多数有し又、公平・中立
的な業務遂行に対処できる厳格な服務規律が確保されてい
る。以上により社団法人四国建設弘済会は、行政上の豊富な
経験・知識を有する者であるとともに、中立・公平性及び厳格な
守秘義務を兼ね備えており、他の行政庁や民間に対して中立
であり、かつ、監督官庁の指導下に置かれている組織であるこ
とにより本業務の目的を確実に履行できる唯一の法人である。
よって、会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令１０
２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度か
ら一般競争入札等に
移行）



番号 所管公益法人等の名称
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6793 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　道の相談室運用
補助業務（一式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目２６
－３２

平成17年4月1日 4,725,000

 本業務の履行にあたっては、行政行為の補助に係る公共性の
高い業務であるため、豊富な行政経験が求められるとともに、
職員の補助として、国民から寄せられる計画から管理までの幅
広い内容に対し、道路事業を十分に理解している技儒者に業
務を遂行させる必要がある。（社）四国建設弘済会は、建設行
政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、国土開発の
発展に資することを目的に建設行政を補完する機関として設立
された公益法人である。当法人は、本業務の履行に必要不可
欠な、厳正且つ公正な業務遂行に対処できる厳格な職務規律
を基に、研修等による職員への周知徹底を図るとともに、専門
的な技術と知識の研鑽を継続的に行っており、行政としての豊
富な経験を有する技術者を多数確保している。　以上から、上
記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯一の法人であ
り、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号に
基づき、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（19年度から一般競
争入札等に移行）

6794 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　河川管理補助業
務委託（一式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島市上吉野町３－３５

平成17年4月1日 43,680,000

本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い業務であるため、河川に係る調査・計
画・工事・管理等の豊富な行政経験とその立場上営利目的とし
ない公平・中立性及び厳格な守秘業務が求められる。（社）四
国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与
するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、昭和４３
年に建設行政を補完する機関として設立された公益法人であ
る。当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局
に係る河川の調査・計画・工事・管理等の豊富な行政経験を有
する技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務
遂行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。また、職
員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した実績
データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術者研
修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。さらに、業務
の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された「（社）四国建設
弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努めている。
以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯一
の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6795 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　河川巡視業務委
託（一式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島市上吉野町３－３５

平成17年4月1日 96,915,000

本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い業務であるため、河川に係る調査・計
画・工事・管理等の豊富な行政経験とその立場上営利目的とし
ない公平・中立性及び厳格な守秘業務が求められる。（社）四
国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与
するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、昭和４３
年に建設行政を補完する機関として設立された公益法人であ
る。当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局
に係る河川の調査・計画・工事・管理等の豊富な行政経験を有
する技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務
遂行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。また、職
員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した実績
データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術者研
修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。さらに、業務
の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された「（社）四国建設
弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努めている。
以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯一
の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6796 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　徳島技術審査資
料作成業務（一式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島市上吉野町３－３５

平成17年4月1日 7,140,000

当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者を
選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助す
るものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審査に
関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国
の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がか
かった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。こ
の業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は
もちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機
密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6797 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　徳島河川道路積
算補助業務委託（一式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島市上吉野町３－３５

平成17年4月1日 74,025,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6798 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　河川工事等現場
技術業務委託（一式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島市上吉野町３－３５

平成17年4月1日 241,815,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6799 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　用地補償技術業
務委託（一式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島市上吉野町３－３５

平成17年4月1日 55,650,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6800 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　徳島管内情報連
絡業務委託（一式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島市上吉野町３－３５

平成17年4月1日 24,150,000

本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い業務で　あるため、道路及び河川管理
分野に関する豊富な行政経験とその立場上営利目的としない
公　平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。社）四国建
設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与すると
ともに、国土開　発の発展に資することを目的に、昭和４３年に
建設行政を補完する機関として設立された公　益法人である。
当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る道路及び河川管理分野の豊　富な行政経験を有する技術
者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務遂行に対
処　できる厳格な服務規律が確保されている。また、職員の専
門的な技術と知識の研鑽を図るた　め、蓄積した実績データ等
を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術者研修」等を
継　続的に行い資質の向上に努めている。さらに、業務の遂行
にあたっては、ＩＳＯ９００１に　登録された「（社）四国建設弘済
会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努めている。以上
から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯一の法
人であり、会計法第２９　条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6801 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　徳島管内道路巡
回業務委託（一式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島市上吉野町３－３５

平成17年4月1日 88,725,000

本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い業務で　あるため、道路に係る調査・計
画・工事・管理等の対して豊富な行政経験とその立場上営利
目的としない公平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開　発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公　益
法人である。当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地
方整備局に係る道路の調査・計画・工事・　管理等の豊富な行
政経験を有する技術者を多数確保しているとともに、公平・中
立的な業務　遂行に対処できる厳格な服務規律が確保されて
いる。また、職員の専門的な技術と知識の研　鑽を図るため、
蓄積した実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し
「管理技術者研　修」等を継続的に行い資質の向上に努めてい
る。さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ　９００１に登録され
た「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確
保に努　めている。以上から、上記法人は本業務の目的を確実
に履行できる唯一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及
び予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6802 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　道路管理技術補
助業務委託（一式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島市上吉野町３－３５

平成17年4月1日 49,875,000

本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い業務で　あるため、道路に係る調査・計
画・工事・管理等の豊富な行政経験とその立場上営利目的と
しない公平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。（社）四
国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与
するとともに、国土開　発の発展に資することを目的に、昭和４
３年に建設行政を補完する機関として設立された公　益法人で
ある。当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備
局に係る道路の調査・計画・工事・　管理の豊富な行政経験を
有する技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業
務遂　行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。ま
た、職員の専門的な技術と知識の研鑽　を図るため、蓄積した
実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術
者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。さらに、
業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された「（社）四国
建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努めて
いる。以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行でき
る唯一の法人であり、会計法第２９　条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6803 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　徳島河川道路調
査計画等設計業務委託（一式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島市上吉野町３－３５

平成17年4月1日 282,450,000

本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い業務であるため、公共土木工事におけ
る調査・計画・積算・監督・検査・管理等の豊富な行政経験とそ
の立場上営利目的としない公平・中立性及び厳格な守秘義務
が求められる。（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建
設事業の進展に寄与するとともに、国土開発の発展に資するこ
とを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立
された公益法人である。当法人は、本業務の履行に必要不可
欠な四国地方整備局に係わる調査・計画・積算・監督・検査・管
理等の豊富な行政経験を有する技術者を多数確保していると
ともに、公平・中立的な業務遂行に対処できる厳格な服務規律
が確保されている。また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を
図るため、蓄積した実績データ等を基に独自の業務マニュアル
を整備し「管理技術者研修」等を継続的に行い資質の向上に努
めている。更に業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録さ
れた「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の
確保に努めている。以上から、上記法人は本業務の目的を確
実に履行できる唯一の法人であり、会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号の規定により、随意契約を行う
ものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの（19年度か
ら一般競争入札等に
移行）

6804 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　河川広報業務委
託（一式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島市上吉野町３－３５

平成17年4月1日 15,330,000

本業務は河川事業展開のため、より広範囲な住民に向けて、
適切な広報を行うための補助を行うものであり、河川事業に関
する豊富な行政経験と、事務所の業務内容にも精通し、信頼
度の高いことが要求される。（社）四国建設弘済会は、建設行
政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、国土開発の
発展に資することを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する
機関として設立された公益法人である。当法人は、本業務の履
行に必要不可欠な四国地方整備局に係る調査・計画・積算・監
督・検査・管理・広報等の豊富な行政経験を有する技術者を多
数確保しているとともに、公平・中立的な業務遂行に対処でき
る厳格な服務規律が確保されている。また、職員の専門的な技
術と知識の研鑽を図るため、蓄積した実績データ等を基に独自
の業務マニュアルを整備し「管理技術者研修」等を継続的に行
い資質の向上に努めている。更に業務の遂行にあたっては、Ｉ
ＳＯ９００１に登録された「（社）四国建設弘済会品質マニュア
ル」を運用し信頼性の確保に努めている。以上から、上記法人
は本業務の目的を確実に履行できる唯一の法人であり、会計
法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に
より、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度か
ら一般競争入札等に
移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6805 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　徳島道路現場技
術業務委託（一式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島市上吉野町３－３５

平成17年4月1日 179,550,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6806 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　阿南道路事業認
定申請図書作成業務（一式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島市上吉野町３－３５

平成17年6月13日 4,725,000

土地収用制度は、相手方の意思の如何に関わらず、公権力の
行使により財産権を強制的に取得する制度であり、本業務の
遂行に当たっては補償事務に関する豊富な行政経験と、土地
収用法等の関係法令及び損失補償基準を始めとする用地補
償制度全般に関する専門的な知識に基づく的確な判断が必要
とされる。また、個人の権利義務関係に重大な影響を与えるこ
とから、業務内容の取扱いに当たっては公平・中立性及び、厳
格な守秘義務が求められる。(社)四国建設弘済会は、建設行
政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、国土開発の
発展に資することを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する
機関として設立された公益法人である。当法人は、本業務の履
行に必要不可欠な補償事務に関する豊富な行政経験と、土地
収用法等の関係法令及び損失補償基準を始めとする用地補
償制度全般に関する専門的な知識を有する技術者を多数確保
しているとともに、公平・中立的な業務遂行に対処できる厳格な
服務規律が確保されている。また、職員の専門的な技術と知識
の研鑽を図るための研修等を継続的に行い資質の向上に努め
ている。さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録さ
れた「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の
確保に努めている。以上から、上記法人は本業務の目的を確
実に履行できる唯一の法人であり、会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うもの
である。

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6807 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　徳島南環状道路
事業認定申請図書作成業務（一
式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島市上吉野町３－３５

平成17年7月19日 5,775,000

土地収用制度は、相手方の意思の如何に関わらず、公権力の
行使により財産権を強制的に取得する制度であり、本業務の
遂行に当たっては補償事務に関する豊富な行政経験と、土地
収用法等の関係法令及び損失補償基準を始めとする用地補
償制度全般に関する専門的な知識に基づく的確な判断が必要
とされる。また、個人の権利義務関係に重大な影響を与えるこ
とから、業務内容の取扱いに当たっては公平・中立性及び、厳
格な守秘義務が求められる。(社)四国建設弘済会は、建設行
政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、国土開発の
発展に資することを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する
機関として設立された公益法人である。当法人は、本業務の履
行に必要不可欠な補償事務に関する豊富な行政経験と、土地
収用法等の関係法令及び損失補償基準を始めとする用地補
償制度全般に関する専門的な知識を有する技術者を多数確保
しているとともに、公平・中立的な業務遂行に対処できる厳格な
服務規律が確保されている。また、職員の専門的な技術と知識
の研鑽を図るための研修等を継続的に行い資質の向上に努め
ている。さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録さ
れた「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の
確保に努めている。以上から、上記法人は本業務の目的を確
実に履行できる唯一の法人であり、会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うもの
である。

見直しの余地があ
るもの

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

6808 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　徳島南環状道路
精度監理業務（一式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島市上吉野町３－３５

平成17年8月5日 1,102,500

　本業務の履行にあたっては、損失補償基準等の理解はもとよ
り、建築基準法をはじ　めとする法令等についての専門的知識
等が要求される。また、補償の具体的妥当性等について発注
者に報告を行い、これに基づき発注者が用地調査等業務の請
負者に対して成果品の修補を求めることとなるため、用地補償
事務に関する豊富な行政経験と補　償コンサルタントに対する
公平・中立性が求められる。（社）四国建設弘済会は、建設行
政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、　国土開発の
発展に資することを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する
機関として　設立された公益法人である。当法人は、本業務の
履行に必要不可欠な補償事務に関する豊富な行政経験と、損
失補償基準等をはじめとする用地補償制度及び各種法令に関
する専門的な知識を有する　技術者を多数確保しているととも
に、公平・中立的な業務執行に対処できる厳格な服　務規律が
確保されている。また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図
るための研修　を継続的に行い資質の向上に努めている。さら
に、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ　９００１に登録された「（社）
四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努
めている。　　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履
行できる唯一の法人であり、会計法　第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うもので　あ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6809 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　管内不法占用適
正化業務（一式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島市上吉野町３－３５

平成17年10月4日 2,940,000

本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い業務であるため、道路管理分野に関す
る豊富な知識、行政経験とその立場上営利目的としない公正、
中立性、及び厳格な守秘義務が求められる。(社)四国建設弘
済会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与するととも
に、国土開発の発展に資することを目的に、昭和４３年に建設
行政を補完する機関として設立された公益法人である。当法
人、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に係る道路
管理分野の専門知識と豊富な行政経験を有する技術者を多数
確保しているとともに、公平、中立な業務遂行に対処できる厳
格な服務規律が確保されている。さらに、業務の遂行にあたっ
ては、ＩＳＯ９００１に登録された「(社)四国建設弘済会品質マ
ニュアル」を運用し信頼性の確保に努めている。以上から、上
記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯一の法人であ
り、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6810 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　芝生堤防（清水地
区）精度監理業務（一式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島市上吉野町３－３５

平成17年11月8日 2,520,000

　本業務の履行にあたっては、損失補償基準等の理解はもとよ
り、建築基準法をはじ　めとする法令等についての専門的知識
等が要求される。また、補償の具体的妥当性等について発注
者に報告を行い、これに基づき発注者が用地調査等業務の請
負者に対して成果品の修補を求めることとなるため、用地補償
事務に関する豊富な行政経験と補　償コンサルタントに対する
公平・中立性が求められる。（社）四国建設弘済会は、建設行
政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、　国土開発の
発展に資することを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する
機関として　設立された公益法人である。当法人は、本業務の
履行に必要不可欠な補償事務に関する豊富な行政経験と、損
失補償基準等をはじめとする用地補償制度及び各種法令に関
する専門的な知識を有する　技術者を多数確保しているととも
に、公平・中立的な業務執行に対処できる厳格な服　務規律が
確保されている。また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図
るための研修　を継続的に行い資質の向上に努めている。さら
に、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ　９００１に登録された「（社）
四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努
めている。　　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履
行できる唯一の法人であり、会計法　第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うもので　あ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6811 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　芝生堤防（第一・
二工区）事業認定申請図書作成
業務（一式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島市上吉野町３－３５

平成17年12月6日 4,620,000

土地収用制度は、相手方の意思の如何に関わらず、公権力の
行使により財産権を強制的に取得する制度であり、本業務の
遂行に当たっては補償事務に関する豊富な行政経験と、土地
収用法等の関係法令及び損失補償基準を始めとする用地補
償制度全般に関する専門的な知識に基づく的確な判断が必要
とされる。また、個人の権利義務関係に重大な影響を与えるこ
とから、業務内容の取扱いに当たっては公平・中立性及び、厳
格な守秘義務が求められる。(社)四国建設弘済会は、建設行
政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、国土開発の
発展に資することを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する
機関として設立された公益法人である。当法人は、本業務の履
行に必要不可欠な補償事務に関する豊富な行政経験と、土地
収用法等の関係法令及び損失補償基準を始めとする用地補
償制度全般に関する専門的な知識を有する技術者を多数確保
しているとともに、公平・中立的な業務遂行に対処できる厳格な
服務規律が確保されている。また、職員の専門的な技術と知識
の研鑽を図るための研修等を継続的に行い資質の向上に努め
ている。さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録さ
れた「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の
確保に努めている。以上から、上記法人は本業務の目的を確
実に履行できる唯一の法人であり、会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うもの
である。

見直しの余地があ
るもの

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

6812 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　一般国道１１号徳
島インター関連精度監理業務
（一式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島市上吉野町３－３５

平成17年12月21日 11,340,000

　本業務の履行にあたっては、損失補償基準等の理解はもとよ
り、建築基準法をはじ　めとする法令等についての専門的知識
等が要求される。また、補償の具体的妥当性等について発注
者に報告を行い、これに基づき発注者が用地調査等業務の請
負者に対して成果品の修補を求めることとなるため、用地補償
事務に関する豊富な行政経験と補　償コンサルタントに対する
公平・中立性が求められる。（社）四国建設弘済会は、建設行
政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、　国土開発の
発展に資することを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する
機関として　設立された公益法人である。当法人は、本業務の
履行に必要不可欠な補償事務に関する豊富な行政経験と、損
失補償基準等をはじめとする用地補償制度及び各種法令に関
する専門的な知識を有する　技術者を多数確保しているととも
に、公平・中立的な業務執行に対処できる厳格な服　務規律が
確保されている。また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図
るための研修　を継続的に行い資質の向上に努めている。さら
に、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ　９００１に登録された「（社）
四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努
めている。　　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履
行できる唯一の法人であり、会計法　第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うもので　あ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6813 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　上下島歩道（第一
工区）精度監理業務（一式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島市上吉野町３－３５

平成18年2月7日 1,575,000

　本業務の履行にあたっては、損失補償基準等の理解はもとよ
り、建築基準法をはじ　めとする法令等についての専門的知識
等が要求される。また、補償の具体的妥当性等について発注
者に報告を行い、これに基づき発注者が用地調査等業務の請
負者に対して成果品の修補を求めることとなるため、用地補償
事務に関する豊富な行政経験と補　償コンサルタントに対する
公平・中立性が求められる。（社）四国建設弘済会は、建設行
政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、　国土開発の
発展に資することを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する
機関として　設立された公益法人である。当法人は、本業務の
履行に必要不可欠な補償事務に関する豊富な行政経験と、損
失補償基準等をはじめとする用地補償制度及び各種法令に関
する専門的な知識を有する　技術者を多数確保しているととも
に、公平・中立的な業務執行に対処できる厳格な服　務規律が
確保されている。また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図
るための研修　を継続的に行い資質の向上に努めている。さら
に、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ　９００１に登録された「（社）
四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努
めている。　　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履
行できる唯一の法人であり、会計法　第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うもので　あ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6814 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　阿南道路（８・９工
区）事業認定申請図書作成業務
（一式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島市上吉野町３－３５

平成18年2月27日 2,100,000

土地収用制度は、相手方の意思の如何に関わらず、公権力の
行使により財産権を強制的に取得する制度であり、本業務の
遂行に当たっては補償事務に関する豊富な行政経験と、土地
収用法等の関係法令及び損失補償基準を始めとする用地補
償制度全般に関する専門的な知識に基づく的確な判断が必要
とされる。また、個人の権利義務関係に重大な影響を与えるこ
とから、業務内容の取扱いに当たっては公平・中立性及び、厳
格な守秘義務が求められる。(社)四国建設弘済会は、建設行
政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、国土開発の
発展に資することを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する
機関として設立された公益法人である。当法人は、本業務の履
行に必要不可欠な補償事務に関する豊富な行政経験と、土地
収用法等の関係法令及び損失補償基準を始めとする用地補
償制度全般に関する専門的な知識を有する技術者を多数確保
しているとともに、公平・中立的な業務遂行に対処できる厳格な
服務規律が確保されている。また、職員の専門的な技術と知識
の研鑽を図るための研修等を継続的に行い資質の向上に努め
ている。さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録さ
れた「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の
確保に努めている。以上から、上記法人は本業務の目的を確
実に履行できる唯一の法人であり、会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うもの
である。

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6815 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　那賀川河川巡視
等業務委託（一式）

大谷　博信
四国地方整備局那賀川河川事
務所
徳島県阿南市領家町室ノ内３９
０

平成17年4月1日 27,510,000

　
　本業務の履行にあたっては、河川に係る調査・計画・工事・管
理に関する豊富な行政経験と幅広い専門知識を有すること。
また、行政行為の補助に係る公共性の高い業務であることか
ら、その立場上営利目的としない公平・中立性及び厳格な守秘
義務が求められる。
　（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
　当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る河川の調査・計画・工事・管理等の豊富な行政経験を有す
る技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務遂
行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した
実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「監理技術
者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。
さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保
に努めている。以上から、上記法人は、本業務の目的を確実に
履行できる唯一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１
０２条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6816 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　那賀川現場技術
業務委託（一式）

大谷　博信
四国地方整備局那賀川河川事
務所
徳島県阿南市領家町室ノ内３９
０

平成17年4月1日 117,967,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6817 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　用地補償技術業
務委託（一式）

大谷　博信
四国地方整備局那賀川河川事
務所
徳島県阿南市領家町室ノ内３９
０

平成17年4月1日 33,600,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6818 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　那賀川調査計画
等業務委託（一式）

大谷　博信
四国地方整備局那賀川河川事
務所
徳島県阿南市領家町室ノ内３９
０

平成17年4月1日 51,450,000

本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い業務であるため、公共土木工事におけ
る調査・計画・積算・監督・検査・管理等の豊富な行政経験とそ
の立場上営利目的としない公平・中立性及び厳格な守秘義務
が求められる。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る調査・計画・積算・監督・検査・管理等の豊富な行政経験を
有する技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業
務遂行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した
実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術
者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。
さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保
に努めている。
以上から、上記法人は、本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（19年度から一般競
争入札等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6819 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　桑野川左岸事業
認定申請図書作成業務（一式）

大谷　博信
四国地方整備局那賀川河川事
務所
徳島県阿南市領家町室ノ内３９
０

平成17年12月16日 3,780,000

　
　土地収用制度は、相手方の意思の如何に関わらず、公権力
の行使により財産権を強制的に取得する制度であり、本業務
の遂行に当たっては補償事務に関する豊富な行政経験と、土
地収用法等の関係法令及び損失補償基準を始めとする用地
補償制度全般に関する専門的な知識に基づく的確な判断が必
要とされる。また、個人の権利義務関係に重大な影響を与える
ことから、業務内容の取扱いに当たっては公平・中立性及び、
厳格な守秘義務が求められる。
　(社)四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
　当法人は、本業務の履行に必要不可欠な補償事務に関する
豊富な行政経験と、土地収用法等の関係法令及び損失補償基
準を始めとする用地補償制度全般に関する専門的な知識を有
する技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務
遂行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
　また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るための研修
等を継続的に行い資質の向上に努めている。
　さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保
に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

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

6820 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　砂防工事現場技
術業務委託（一式）

長井　隆幸
四国地方整備局四国山地砂防
事務所
徳島県三好郡井川町西井川６８
－１

平成17年4月1日 168,315,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6821 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　砂防工事設計積
算業務委託（一式）

長井　隆幸
四国地方整備局四国山地砂防
事務所
徳島県三好郡井川町西井川６８
－１

平成17年4月1日 160,230,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6822 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　用地補償技術業
務委託（一式）

長井　隆幸
四国地方整備局四国山地砂防
事務所
徳島県三好郡井川町西井川６８
－１

平成17年4月1日 13,440,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6823 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　四国山地砂防技
術審査資料作成業務（一式）

長井　隆幸
四国地方整備局四国山地砂防
事務所
徳島県三好郡井川町西井川６８
－１

平成17年12月20日 1,102,500

当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者を
選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助す
るものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審査に
関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国
の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がか
かった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。こ
の業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は
もちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機
密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6824 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　土器川巡視業務
委託（一式）

森山　敏雄
四国地方整備局香川河川国道
事務所
高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 14,542,500

　
本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い業務であるため、河川に係る調査・計
画・工事・管理等の豊富な行政経験とその立場上営利目的とし
ない公平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る調査・計画・積算・監督・検査・管理等の豊富な行政経験を
有する技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業
務遂行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した
実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術
者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。
さらに、業務の遂行にあたってはＩＳＯ９００１に登録された「（社）
四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努
めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6825 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　用地補償技術業
務委託（一式）

森山　敏雄
四国地方整備局香川河川国道
事務所
高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 23,100,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6826 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　土器川管理補助
業務委託（一式）

森山　敏雄
四国地方整備局香川河川国道
事務所
高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 11,445,000

　
また、土器川出張所において飼育している水生生物の管理及
び環境学習教材の保守管理を行うものである。
本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い業務であるため、河川に係る調査・計
画・工事・管理等の豊富な行政経験とその立場上営利目的とし
ない公平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る調査・計画・積算・監督・検査・管理等の豊富な行政経験を
有する技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業
務遂行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した
実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術
者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。
さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保
に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6827 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　河川関係調査設
計積算現場補助業務委託（一
式）

森山　敏雄
四国地方整備局香川河川国道
事務所
高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 52,500,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6828 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　道路関係現場技
術等業務委託（一式）

森山　敏雄
四国地方整備局香川河川国道
事務所
高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 214,200,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6829 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　道路巡回業務委
託（一式）

森山　敏雄
四国地方整備局香川河川国道
事務所
高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 77,700,000

　
本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い業務であるため、道路に係る調査・計
画・工事・管理等に対して豊富な行政経験とその立場上営利目
的としない公平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る道路の調査・計画・工事・管理等の豊富な行政経験を有す
る技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務遂
行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した
実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術
者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。
さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保
に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6830 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　道路情報管理等
業務委託（一式）

森山　敏雄
四国地方整備局香川河川国道
事務所
高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 78,729,000

　
本業務にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補助に係
わる公共性の高い業務であるため、道路管理分野に関する豊
富な行政経験とその立場上営利目的としない公平・中立性及
び厳格な守秘義務が求められる。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る道路管理分野の豊富な行政経験を有する技術者を多数確
保しているとともに、公平・中立的な業務遂行に対処できる厳
格な服務規律が確保されている。
また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した
実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術
者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。
さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保
に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6831 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　道路関係外調査
設計補助等業務委託（一式）

森山　敏雄
四国地方整備局香川河川国道
事務所
高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 155,820,000

　
本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い業務であるため、公共土木工事におけ
る調査・計画・積算・監督・検査・管理等の豊富な行政経験とそ
の立場上営利目的としない公平・中立性及び厳格な守秘義務
が求められる。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る調査・計画・積算・監督・検査・管理等の豊富な行政経験を
有する技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業
務遂行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した
実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術
者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。
さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保
に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（19年度から一般競
争入札等に移行）

6832 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　管内道路工事積
算補助業務委託（一式）

森山　敏雄
四国地方整備局香川河川国道
事務所
高松市高松町２４２２－１

平成17年4月27日 35,910,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6833 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　一般国道１１号山
王歩道精度監理業務（一式）

森山　敏雄
四国地方整備局香川河川国道
事務所
高松市高松町２４２２－１

平成17年5月25日 1,260,000

　本業務の履行にあたっては、損失補償基準等の理解はもとよ
り、建築基準法をはじ　めとする法令等についての専門的知識
等が要求される。また、補償の具体的妥当性等について発注
者に報告を行い、これに基づき発注者が用地調査等業務の請
負者に対して成果品の修補を求めることとなるため、用地補償
事務に関する豊富な行政経験と補　償コンサルタントに対する
公平・中立性が求められる。（社）四国建設弘済会は、建設行
政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、　国土開発の
発展に資することを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する
機関として　設立された公益法人である。当法人は、本業務の
履行に必要不可欠な補償事務に関する豊富な行政経験と、損
失補償基準等をはじめとする用地補償制度及び各種法令に関
する専門的な知識を有する　技術者を多数確保しているととも
に、公平・中立的な業務執行に対処できる厳格な服　務規律が
確保されている。また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図
るための研修　を継続的に行い資質の向上に努めている。さら
に、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ　９００１に登録された「（社）
四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努
めている。　　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履
行できる唯一の法人であり、会計法　第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うもので　あ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6834 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　占用物件適正化
業務（一式）

森山　敏雄
四国地方整備局香川河川国道
事務所
高松市高松町２４２２－１

平成17年10月21日 2,173,500

　
　本業務は、高い公共性を必要とする業務であり、中立性・公
共性を有する者と契約を締結しなければ契約の目的を達する
ことができない。本業務の実施にあたっては、道路占用の許可
基準等をよく理解し、過去の指導方針にも熟知して統一的な指
導が行える、道路管理の実態に精通している技術者が必要と
される。
　（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の伸展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
建設行政を補完する機関として設立された社団法人である。
　当法人は、本業務に必要不可欠な中立性・公平性を有し、豊
富な行政経験を有している土木技術者を多数有する機関であ
る。さらに業務の遂行にあたってはＩＳＯ９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質管理マニュアル」を運用し、信頼性
の確保に努めている。
　これらの要件から、上記法人は本業務の目的を確実に達成
できる唯一の法人である。
　よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6835 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　大内白鳥バイパ
ス（２―２工区）精度監理業務
（一式）

森山　敏雄
四国地方整備局香川河川国道
事務所
高松市高松町２４２２－１

平成18年2月23日 787,500

　本業務の履行にあたっては、損失補償基準等の理解はもとよ
り、建築基準法をはじ　めとする法令等についての専門的知識
等が要求される。また、補償の具体的妥当性等について発注
者に報告を行い、これに基づき発注者が用地調査等業務の請
負者に対して成果品の修補を求めることとなるため、用地補償
事務に関する豊富な行政経験と補　償コンサルタントに対する
公平・中立性が求められる。（社）四国建設弘済会は、建設行
政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、　国土開発の
発展に資することを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する
機関として　設立された公益法人である。当法人は、本業務の
履行に必要不可欠な補償事務に関する豊富な行政経験と、損
失補償基準等をはじめとする用地補償制度及び各種法令に関
する専門的な知識を有する　技術者を多数確保しているととも
に、公平・中立的な業務執行に対処できる厳格な服　務規律が
確保されている。また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図
るための研修　を継続的に行い資質の向上に努めている。さら
に、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ　９００１に登録された「（社）
四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努
めている。　　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履
行できる唯一の法人であり、会計法　第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うもので　あ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6836 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　技術審査資料作
成業務（一式）

森山　敏雄
四国地方整備局香川河川国道
事務所
高松市高松町２４２２－１

平成17年4月21日 4,830,000

当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者を
選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助す
るものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審査に
関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国
の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がか
かった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。こ
の業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は
もちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機
密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6837 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　用地補償技術業
務委託（一式）

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 67,200,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6838 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　松山管内河川管
理補助業務委託（一式）

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 39,375,000

　
本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い業務であるため、河川にかかる調査・計
画・工事・河川管理・ダム管理等の豊富な行政経験とその立場
上営利目的としない公平・中立性及び厳格な守秘義務が求め
られる。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
　当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る河川の調査・計画・工事・管理等の豊富な行政経験を有す
る技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務遂
行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。また、職員
の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した実績デー
タ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術者研修」
等を継続的に行い資質の向上に努めている。さらに、業務遂行
にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された「（社）四国建設弘済会
品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6839 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　建設機械等維持
管理業務委託（一式）

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 8,505,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6840 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　松山河川国道現
場技術業務委託（一式）

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 178,290,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6841 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　松山管内河川巡
視業務委託（一式）

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 18,060,000

　
本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い業務であるため、公共土木工事におけ
る調査・計画・工事・管理等の豊富な行政経験とその立場上営
利目的としない公平・中立性及び厳格な守秘義務が求められ
る。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
　当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る調査・計画・工事・管理等の豊富な行政経験を有する技術
者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務遂行に対
処できる厳格な服務規律が確保されている。また、職員の専門
的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した実績データ等を基
に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術者研修」等を継続
的に行い資質の向上に努めている。さらに、業務遂行にあたっ
ては、ＩＳＯ９００１に登録された「（社）四国建設弘済会品質マ
ニュアル」を運用し信頼性の確保に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6842 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　松山管内現場技
術業務委託（一式）

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 266,910,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6843 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　松山管内現場技
術その２業務委託（一式）

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 81,375,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6844 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　松山技術審査資
料作成業務（一式）

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 7,875,000

当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者を
選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助す
るものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審査に
関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国
の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がか
かった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。こ
の業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は
もちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機
密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6845 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　松山管内道路管
理技術補助業務委託（一式）

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 74,235,000

本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い業務であるため、道路に係る調査・計
画・工事・管理等の豊富な行政経験とその立場上営利目的とし
ない公平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る道路の調査・計画・工事・管理の豊富な行政経験を有する
技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務遂行
に対処できる厳格な服務規律が確保されている。また、職員の
専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した実績データ
等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術者研修」等
を継続的に行い資質の向上に努めている。さらに、業務の遂行
にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された「（社）四国建設弘済会
品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6846 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　松山管内道路巡
回業務委託（一式）

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 110,985,000

　
本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い業務であるため、道路に係る調査・計
画・工事・管理等の豊富な行政経験とその立場上営利目的とし
ない公平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る道路の調査・計画・工事・管理等の豊富な行政経験を有す
る技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務遂
行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。また、職員
の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した実績デー
タ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術者研修」
等を継続的に行い資質の向上に努めている。さらに、業務の遂
行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された「（社）四国建設弘済
会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6847 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　情報連絡業務委
託（一式）

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 11,760,000

　本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の
補助に係る公共性の高い業務であるため、河川・道路管理分
野に関する豊富な行政経験とその立場上営利目的としない公
平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
　（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
　当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る河川・道路管理分野の豊富な行政経験を有する技術者を
多数確保しているとともに、公平・中立的な業務遂行に対処で
きる厳格な服務規律が確保されている。また、職員の専門的な
技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した実績データ等を基に独
自の業務マニュアルを整備し「管理技術者研修」等を継続的に
行い資質の向上に努めている。さらに、業務の遂行にあたって
は、ＩＳＯ９００１に登録された「（社）四国建設弘済会品質マニュ
アル」を運用し信頼性の確保に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6848 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　松山管内設計積
算補助業務委託（一式）

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７－２

平成17年4月12日 64,575,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6849 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　川之江三島ＢＰ裁
決申請図書等作成業務（一式）

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７－２

平成17年5月12日 1,312,500

　土地収用制度は、相手方の意思の如何に関わらず、公権力
の行使により財産権を強制的に取得する制度であり、本業務
の遂行に当たっては補償事務に関する豊富な行政経験と、土
地収用法等の関係法令及び損失補償基準を始めとする用地
補償制度全般に関する専門的な知識に基づく的確な判断が必
要とされる。また、個人の権利義務関係に大きな影響を与える
ことから、業務内容の取扱いに当たっては公平・中立性及び、
厳格な守秘義務が求められる。
(社)四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展に
寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、昭
和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法人
である。
　当法人は、本業務の履行に必要不可欠な補償事務に関する
豊富な行政経験と、土地収用法等の関係法令及び損失補償基
準を始めとする用地補償制度全般に関する専門的な知識を有
する技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務
遂行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。また、職
員の専門的な技術と知識の研鑽を図るための研修等を継続的
に行い資質の向上に努めている。さらに、業務の遂行にあたっ
ては、ＩＳＯ９００１に登録された「（社）四国建設弘済会品質マ
ニュアル」を運用し信頼性の確保に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

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

6850 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　氷見歩道精度監
理業務（一式）

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７－２

平成17年7月6日 2,572,500

　本業務の履行にあたっては、損失補償基準等の理解はもとよ
り、建築基準法をはじ　めとする法令等についての専門的知識
等が要求される。また、補償の具体的妥当性等について発注
者に報告を行い、これに基づき発注者が用地調査等業務の請
負者に対して成果品の修補を求めることとなるため、用地補償
事務に関する豊富な行政経験と補　償コンサルタントに対する
公平・中立性が求められる。（社）四国建設弘済会は、建設行
政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、　国土開発の
発展に資することを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する
機関として　設立された公益法人である。当法人は、本業務の
履行に必要不可欠な補償事務に関する豊富な行政経験と、損
失補償基準等をはじめとする用地補償制度及び各種法令に関
する専門的な知識を有する　技術者を多数確保しているととも
に、公平・中立的な業務執行に対処できる厳格な服　務規律が
確保されている。また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図
るための研修　を継続的に行い資質の向上に努めている。さら
に、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ　９００１に登録された「（社）
四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努
めている。　　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履
行できる唯一の法人であり、会計法　第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うもので　あ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6851 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　小松バイパス裁
決申請図書等作成業務（一式）

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７－２

平成17年7月25日 735,000

　
　土地収用制度は、財産権を相手方の意思の如何にかかわら
ず公権力の行使により財産権を強制的に取得する制度であ
り、本業務の遂行にあたっては補償事務に関する豊富な行政
経験と、土地収用法等の関係法令及び損失補償基準を始めと
する用地補償制度全般に関する専門的な知識に基づく的確な
判断が必要とされる。また、個人の権利義務関係に大きな影響
を与えることから、業務内容の取扱いにあたっては公平・中立
性及び、厳格な守秘義務が求められる。
　(社)四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
　当法人は、本業務の履行に必要不可欠な補償事務に関する
豊富な行政経験と、土地収用法等の関係法令及び損失補償基
準を始めとする用地補償制度全般に関する専門的な知識を有
する技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務
遂行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。また、職
員の専門的な技術と知識の研鑽を図るための研修等を継続的
に行い資質の向上に努めている。さらに、業務の遂行にあたっ
ては、ＩＳＯ９００１に登録された「（社）四国建設弘済会品質マ
ニュアル」を運用し信頼性の確保に努めている。
　これらの要件から、本業務の目的を確実に達成できる唯一の
法人と判断し、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

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

6852 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　松山管内不法占
用物件適正化業務（一式）

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７－２

平成17年7月25日 1,680,000

　本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の
補助に係る公共性の高い業務であるため、国土交通省制定の
道路関係法令及び各種基準の理解はもとより、道路の施設管
理についての豊富な行政経験とその立場上営利を目的としな
い公平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
　（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
　当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る道路の管理等の豊富な行政経験を有する技術者を確保し
ているとともに、公平・中立的な業務遂行に対処できる厳格な
服務規律が確保されている。また、職員の専門的な技術と知識
の研鑽を図るため、蓄積した実績データ等を基に独自の業務
マニュアルを整備し「管理技術者研修」等を継続的に行い資質
の向上に努めるている。さらに、業務遂行にあたっては、ＩＳＯ９
００１に登録された「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運
用し信頼性の確保に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6853 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　松山外環状道路
精度監理業務（一式）

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７－２

平成17年7月27日 20,055,000

　本業務の履行にあたっては、損失補償基準等の理解はもとよ
り、建築基準法をはじ　めとする法令等についての専門的知識
等が要求される。また、補償の具体的妥当性等について発注
者に報告を行い、これに基づき発注者が用地調査等業務の請
負者に対して成果品の修補を求めることとなるため、用地補償
事務に関する豊富な行政経験と補　償コンサルタントに対する
公平・中立性が求められる。（社）四国建設弘済会は、建設行
政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、　国土開発の
発展に資することを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する
機関として　設立された公益法人である。当法人は、本業務の
履行に必要不可欠な補償事務に関する豊富な行政経験と、損
失補償基準等をはじめとする用地補償制度及び各種法令に関
する専門的な知識を有する　技術者を多数確保しているととも
に、公平・中立的な業務執行に対処できる厳格な服　務規律が
確保されている。また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図
るための研修　を継続的に行い資質の向上に努めている。さら
に、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ　９００１に登録された「（社）
四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努
めている。　　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履
行できる唯一の法人であり、会計法　第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うもので　あ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6854 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　伊予インター関連
精度監理業務（一式）

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７－２

平成17年9月9日 3,045,000

　本業務の履行にあたっては、損失補償基準等の理解はもとよ
り、建築基準法をはじ　めとする法令等についての専門的知識
等が要求される。また、補償の具体的妥当性等について発注
者に報告を行い、これに基づき発注者が用地調査等業務の請
負者に対して成果品の修補を求めることとなるため、用地補償
事務に関する豊富な行政経験と補　償コンサルタントに対する
公平・中立性が求められる。（社）四国建設弘済会は、建設行
政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、　国土開発の
発展に資することを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する
機関として　設立された公益法人である。当法人は、本業務の
履行に必要不可欠な補償事務に関する豊富な行政経験と、損
失補償基準等をはじめとする用地補償制度及び各種法令に関
する専門的な知識を有する　技術者を多数確保しているととも
に、公平・中立的な業務執行に対処できる厳格な服　務規律が
確保されている。また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図
るための研修　を継続的に行い資質の向上に努めている。さら
に、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ　９００１に登録された「（社）
四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努
めている。　　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履
行できる唯一の法人であり、会計法　第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うもので　あ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6855 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　新居浜バイパス
（大生院地区）精度監理業務（一
式）

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７－２

平成17年9月28日 2,310,000

　本業務の履行にあたっては、損失補償基準等の理解はもとよ
り、建築基準法をはじ　めとする法令等についての専門的知識
等が要求される。また、補償の具体的妥当性等について発注
者に報告を行い、これに基づき発注者が用地調査等業務の請
負者に対して成果品の修補を求めることとなるため、用地補償
事務に関する豊富な行政経験と補　償コンサルタントに対する
公平・中立性が求められる。（社）四国建設弘済会は、建設行
政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、　国土開発の
発展に資することを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する
機関として　設立された公益法人である。当法人は、本業務の
履行に必要不可欠な補償事務に関する豊富な行政経験と、損
失補償基準等をはじめとする用地補償制度及び各種法令に関
する専門的な知識を有する　技術者を多数確保しているととも
に、公平・中立的な業務執行に対処できる厳格な服　務規律が
確保されている。また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図
るための研修　を継続的に行い資質の向上に努めている。さら
に、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ　９００１に登録された「（社）
四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努
めている。　　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履
行できる唯一の法人であり、会計法　第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うもので　あ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6856 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　松山河川国道事
務所設計資料点検業務委託（一
式）

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７－２

平成17年10月26日 8,925,000

当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者を
選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助す
るものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審査に
関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国
の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がか
かった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。こ
の業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は
もちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機
密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6857 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　新居浜バイパス
（岸ノ下地区）精度監理業務（一
式）

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７－２

平成17年11月2日 5,145,000

　本業務の履行にあたっては、損失補償基準等の理解はもとよ
り、建築基準法をはじ　めとする法令等についての専門的知識
等が要求される。また、補償の具体的妥当性等について発注
者に報告を行い、これに基づき発注者が用地調査等業務の請
負者に対して成果品の修補を求めることとなるため、用地補償
事務に関する豊富な行政経験と補　償コンサルタントに対する
公平・中立性が求められる。（社）四国建設弘済会は、建設行
政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、　国土開発の
発展に資することを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する
機関として　設立された公益法人である。当法人は、本業務の
履行に必要不可欠な補償事務に関する豊富な行政経験と、損
失補償基準等をはじめとする用地補償制度及び各種法令に関
する専門的な知識を有する　技術者を多数確保しているととも
に、公平・中立的な業務執行に対処できる厳格な服　務規律が
確保されている。また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図
るための研修　を継続的に行い資質の向上に努めている。さら
に、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ　９００１に登録された「（社）
四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努
めている。　　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履
行できる唯一の法人であり、会計法　第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うもので　あ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6858 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　川之江三島ＢＰ事
業認定申請図書作成業務（一
式）

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７－２

平成17年12月21日 10,500,000

　
　土地収用制度は、相手方の意思の如何に関わらず、公権力
の行使により財産権を強制的に取得する制度であり、本業務
の遂行に当たっては補償事務に関する豊富な行政経験と、土
地収用法等の関係法令及び損失補償基準を始めとする用地
補償制度全般に関する専門的な知識に基づく的確な判断が必
要とされる。
　また、個人の権利義務関係に重大な影響を与えることから、
業務内容の取扱いに当たっては公平・中立性及び、厳格な守
秘義務が求められる。
　（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
　当法人は、本業務の履行に必要不可欠な補償事務に関する
豊富な行政経験と、土地収用法等の関係法令及び損失補償基
準を始めとする用地補償制度全般に関する専門的な知識を有
する技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務
遂行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。また、職
員の専門的な技術と知識の研鑽を図るための研修等を継続的
に行い資質の向上に努めている。さらに、業務の遂行にあたっ
ては、ＩＳＯ９００１に登録された「（社）四国建設弘済会品質マ
ニュアル」を運用し信頼性の確保に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6859 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　伊予インター関連
精度監理業務（その２）（一式）

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７－２

平成18年2月3日 4,515,000

　本業務の履行にあたっては、損失補償基準等の理解はもとよ
り、建築基準法をはじ　めとする法令等についての専門的知識
等が要求される。また、補償の具体的妥当性等について発注
者に報告を行い、これに基づき発注者が用地調査等業務の請
負者に対して成果品の修補を求めることとなるため、用地補償
事務に関する豊富な行政経験と補　償コンサルタントに対する
公平・中立性が求められる。（社）四国建設弘済会は、建設行
政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、　国土開発の
発展に資することを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する
機関として　設立された公益法人である。当法人は、本業務の
履行に必要不可欠な補償事務に関する豊富な行政経験と、損
失補償基準等をはじめとする用地補償制度及び各種法令に関
する専門的な知識を有する　技術者を多数確保しているととも
に、公平・中立的な業務執行に対処できる厳格な服　務規律が
確保されている。また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図
るための研修　を継続的に行い資質の向上に努めている。さら
に、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ　９００１に登録された「（社）
四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努
めている。　　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履
行できる唯一の法人であり、会計法　第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うもので　あ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6860 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　大洲管内設計積
算補助業務委託（一式）

鳥居　謙一
四国地方整備局大洲河川国道
事務所
愛媛県大洲市中村２１０

平成17年4月1日 62,160,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6861 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　大洲情報連絡業
務委託（一式）

鳥居　謙一
四国地方整備局大洲河川国道
事務所
愛媛県大洲市中村２１０

平成17年4月1日 19,425,000

　
本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い業務であるため、河川管理、道路管理
分野に関する豊富な行政経験とその立場上営利目的としない
公平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る河川管理、道路管理分野の豊富な行政経験を有する技術
者を多数確保しているとともに、公平・中立な業務遂行に対処
できる厳格な服務規律が確保されている。
また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した
実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術
者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。
さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保
に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6862 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　道路管理技術補
助業務委託（一式）

鳥居　謙一
四国地方整備局大洲河川国道
事務所
愛媛県大洲市中村２１０

平成17年4月1日 33,600,000

　
本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い業務であるため、道路に係る調査・計
画・工事・管理等の豊富な行政経験とその立場上営利目的とし
ない公平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る道路の調査・計画・工事・管理等の豊富な行政経験を有す
る技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務遂
行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した
実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術
者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。
さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保
に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6863 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　道路巡回業務委
託（一式）

鳥居　謙一
四国地方整備局大洲河川国道
事務所
愛媛県大洲市中村２１０

平成17年4月1日 69,510,000

本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い業務であるため、道路に係る調査・計
画・工事・管理等の対して豊富な行政経験とその立場上営利目
的としない公平・中立性及び厳格な守秘業務が求められる。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る道路の調査・計画・工事・管理等の豊富な行政経験を有す
る技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務遂
行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した
実績デ－タ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術
者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。
さらに、業務の遂行 にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保
に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6864 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　肱川巡視業務委
託（一式）

鳥居　謙一
四国地方整備局大洲河川国道
事務所
愛媛県大洲市中村２１０

平成17年4月1日 14,700,000

　本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の
補助に係る公共性の高い業務であるため、河川に係る調査・計
画・工事・管理等の豊富な行政経験とその立場上営利目的とし
ない公平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
　（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
　当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る河川の調査・計画・工事・管理等の豊富な行政経験を有す
る技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務遂
行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した
実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術
者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。
さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保
に努めている。
　以上から、本業務の目的を確実に履行できる唯一の法人で
あり、会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6865 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　用地補償技術業
務委託（一式）

鳥居　謙一
四国地方整備局大洲河川国道
事務所
愛媛県大洲市中村２１０

平成17年4月1日 23,100,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6866 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　大洲河川国道事
務所現場技術業務委託（一式）

鳥居　謙一
四国地方整備局大洲河川国道
事務所
愛媛県大洲市中村２１０

平成17年4月1日 165,900,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6867 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　南予地区現場技
術業務委託（一式）

鳥居　謙一
四国地方整備局大洲河川国道
事務所
愛媛県大洲市中村２１０

平成17年4月1日 219,712,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6868 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　宇和島道路裁決
申請図書等作成業務（一式）

鳥居　謙一
四国地方整備局大洲河川国道
事務所
愛媛県大洲市中村２１０

平成17年6月20日 1,365,000

　
土地収用制度は、相手方の意志の如何に関わらず、公権力の
行使により財産権を強制的に取得する制度であり、本業務の
遂行に当たっては補償事務に関する豊富な行政経験と、土地
収用法等の関係法令及び損失補償基準を始めとする用地補
償制度全般に関する専門的な知識に基づく的確な判断が必要
とされる。
また、個人の権利義務関係に大きな影響を与えることから、業
務内容の取扱いに当たっては公平・中立性及び、厳格な守秘
義務が求められる。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
当法人は、本業務の履行に必要不可欠な補償事務に関する豊
富な行政経験と、土地収用法等の関係法令及び損失補償基準
を始めとする用地補償制度全般に関する専門的な知識を有す
る技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務遂
行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るための研修等
を継続的に行い資質の向上に努めている。
さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し、信頼性の確
保に努めている。
以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯一
の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6869 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　若宮交差点改良
外１件精度監理業務（一式）

鳥居　謙一
四国地方整備局大洲河川国道
事務所
愛媛県大洲市中村２１０

平成17年9月7日 3,885,000

　本業務の履行にあたっては、損失補償基準等の理解はもとよ
り、建築基準法をはじ　めとする法令等についての専門的知識
等が要求される。また、補償の具体的妥当性等について発注
者に報告を行い、これに基づき発注者が用地調査等業務の請
負者に対して成果品の修補を求めることとなるため、用地補償
事務に関する豊富な行政経験と補　償コンサルタントに対する
公平・中立性が求められる。（社）四国建設弘済会は、建設行
政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、　国土開発の
発展に資することを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する
機関として　設立された公益法人である。当法人は、本業務の
履行に必要不可欠な補償事務に関する豊富な行政経験と、損
失補償基準等をはじめとする用地補償制度及び各種法令に関
する専門的な知識を有する　技術者を多数確保しているととも
に、公平・中立的な業務執行に対処できる厳格な服　務規律が
確保されている。また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図
るための研修　を継続的に行い資質の向上に努めている。さら
に、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ　９００１に登録された「（社）
四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努
めている。　　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履
行できる唯一の法人であり、会計法　第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うもので　あ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6870 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　大洲河川国道設
計資料点検業務委託（一式）

鳥居　謙一
四国地方整備局大洲河川国道
事務所
愛媛県大洲市中村２１０

平成17年11月1日 4,620,000

当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者を
選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助す
るものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審査に
関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国
の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がか
かった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。こ
の業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は
もちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機
密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6871 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　河川計画調査等
業務委託（一式）

松尾　裕治
四国地方整備局山鳥坂ダム工
事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６
－４

平成17年4月1日 39,900,000

　
本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い業務であるため、公共土木工事におけ
る調査・計画・積算・監督・検査・管理等の豊富な行政経験とそ
の立場上営利目的としない公平・中立性及び厳格な守秘義務
が求められる。
　（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る調査・計画・積算・監督・検査・管理等の豊富な行政経験を
有する技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業
務遂行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した
実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術
者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。
さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保
に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（19年度から一般競
争入札等に移行）

6872 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　用地補償技術業
務委託（一式）

松尾　裕治
四国地方整備局山鳥坂ダム工
事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６
－４

平成17年4月1日 11,970,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6873 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　河川巡視業務委
託（一式）

岡本　誠一郎
四国地方整備局高知河川国道
事務所
高知市六泉寺町９６－７

平成17年4月1日 36,015,000

　
　本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の
補助にあたる公共性の高い業務であるため、河川にかかる調
査・計画・管理等の豊富な行政経験とその立場上営利目的とし
ない公平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
　（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
　当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
かかる河川の調査・計画・工事・管理等の豊富な行政経験を有
する技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務
遂行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した
実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術
者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。
さらに、業務の遂行にあたっては、ISO9001に登録された「（社）
四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努
めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6874 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　河川管理補助業
務委託（一式）

岡本　誠一郎
四国地方整備局高知河川国道
事務所
高知市六泉寺町９６－７

平成17年4月1日 15,750,000

　
　本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の
補助に係る公共性の高い業務であるため、河川にかかる調査・
計画・工事・管理等の豊富な行政経験とその立場上営利目的
としない公平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
　（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
　当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
かかる河川の調査・計画・工事・管理等の豊富な行政経験を有
する技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務
遂行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した
実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術
者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。
さらに、業務の遂行にあたっては、ISO9001に登録された「（社）
四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努
めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6875 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　河川工事等現場
技術業務委託（一式）

岡本　誠一郎
四国地方整備局高知河川国道
事務所
高知市六泉寺町９６－７

平成17年4月1日 119,700,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6876 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　用地補償技術業
務委託（一式）

岡本　誠一郎
四国地方整備局高知河川国道
事務所
高知市六泉寺町９６－７

平成17年4月1日 34,125,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6877 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　河川計画調査・設
計積算等補助業務委託（一式）

岡本　誠一郎
四国地方整備局高知河川国道
事務所
高知市六泉寺町９６－７

平成17年4月1日 200,340,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6878 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　土佐道路外精度
監理業務（一式）

岡本　誠一郎
四国地方整備局高知河川国道
事務所
高知市六泉寺町９６－７

平成17年11月29日 2,415,000

　本業務の履行にあたっては、損失補償基準等の理解はもとよ
り、建築基準法をはじ　めとする法令等についての専門的知識
等が要求される。また、補償の具体的妥当性等について発注
者に報告を行い、これに基づき発注者が用地調査等業務の請
負者に対して成果品の修補を求めることとなるため、用地補償
事務に関する豊富な行政経験と補　償コンサルタントに対する
公平・中立性が求められる。（社）四国建設弘済会は、建設行
政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、　国土開発の
発展に資することを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する
機関として　設立された公益法人である。当法人は、本業務の
履行に必要不可欠な補償事務に関する豊富な行政経験と、損
失補償基準等をはじめとする用地補償制度及び各種法令に関
する専門的な知識を有する　技術者を多数確保しているととも
に、公平・中立的な業務執行に対処できる厳格な服　務規律が
確保されている。また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図
るための研修　を継続的に行い資質の向上に努めている。さら
に、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ　９００１に登録された「（社）
四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努
めている。　　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履
行できる唯一の法人であり、会計法　第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うもので　あ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6879 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　波介川事業認定
申請図書作成業務（一式）

岡本　誠一郎
四国地方整備局高知河川国道
事務所
高知市六泉寺町９６－７

平成17年12月28日 2,730,000

　土地収用制度は、相手方の意思の如何に関わらず、公権力
の行使により財産権を強制的に取得する制度であり、本業務
の遂行に当たっては補償事務に関する豊富な行政経験と、土
地収用法等の関係法令及び損失補償基準を始めとする用地
補償制度全般に関する専門的な知識に基づく的確な判断が必
要とされる。
　また、個人の権利義務関係に重大な影響を与えることから、
業務内容の取扱いに当たっては公平・中立性及び、厳格な守
秘義務が求められる。
　（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
　当法人は、本業務の履行に必要不可欠な補償事務に関する
豊富な行政経験と、土地収用法等の関係法令及び損失補償基
準を始めとする用地補償制度全般に関する専門的な知識を有
する技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務
遂行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
　また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るための研修
等を継続的に行い資質の向上に努めている。
　さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保
に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うものであ

見直しの余地があ
るもの

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

6880 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　中村管内現場技
術業務委託（一式）

伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道
事務所
四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 201,075,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6881 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　中村河川国道事
務所情報連絡業務委託（一式）

伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道
事務所
四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 12,652,500

　
本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い業務であるため、道路管理分野に関す
る豊富な行政経験とその立場上営利目的としない公平・中立
性及び厳格な守秘義務が求められる。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る道路管理分野の豊富な行政経験を有する技術者を多数確
保しているとともに、公平・中立的な業務遂行に対処できる厳
格な服務規律が確保されている。
また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した
実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術
者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。
さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保
に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6882 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　道路管理技術補
助業務委託（一式）

伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道
事務所
四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 16,800,000

　
本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い業務であるため、道路に係る調査・計
画・工事・管理等の豊富な行政経験とその立場上営利目的とし
ない公平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る道路の調査・計画・工事・管理の豊富な行政経験を有する
技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務遂行
に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した
実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術
者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。
さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社)四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保
に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6883 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　四万十川巡視業
務委託（一式）

伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道
事務所
四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 28,140,000

本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い業務であるため、河川に係る調査・計
画・工事・管理等の豊富な行政経験とその立場上営利目的とし
ない公平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る河川の調査・計画・工事・管理等の豊富な行政経験を有す
る技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務遂
行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した
実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術
者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。さらに、
業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された「（社）四国
建設弘済
会品質マニュアル」　を運用し信頼性の確保に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6884 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　中村河川国道事
務所現場技術業務委託（一式）

伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道
事務所
四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 156,450,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6885 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　中村管内道路巡
回業務委託（一式）

伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道
事務所
四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 40,950,000

本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い業務であるため、道路に係る調査・計
画・工事・管理等に対して豊富な行政経験とその立場上営利目
的としない公平・中立性及び厳格な守秘業務が求められる。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る道路の調査・計画・工事・管理等の豊富な行政経験を有す
る技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務遂
行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した
実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術
者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。
さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社)四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保
に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6886 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　用地補償技術業
務委託（一式）

伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道
事務所
四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 34,125,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6887 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　中村河川国道事
務所設計積算補助業務委託（一
式）

伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道
事務所
四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月21日 39,637,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6888 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　中村河川国道事
務所技術審査資料作成業務（一
式）

伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道
事務所
四万十市右山２０３３－１４

平成17年5月11日 2,520,000

当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者を
選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助す
るものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審査に
関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国
の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がか
かった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。こ
の業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は
もちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機
密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6889 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　中村宿毛道路事
業認定申請図書等作成業務（一
式）

伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道
事務所
四万十市右山２０３３－１４

平成17年11月25日 2,730,000

　本業務は、公権力の行使により財産権を強制的に取得する
制度であり、業務の遂行に当たっては補償事務に関する豊富
な行政経験と、土地収用法等の関係法令及び損失補償基準を
始めとする用地補償制度全般に関する専門的な知識に基づく
的確な判断が必要とされる。
また、個人の権利義務関係に重大な影響を与えることから公
平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
　（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に昭
和４３年に設立された公益法人である。
　当法人は、これまで土地収用法に関する業務経験が多数あ
り、本業務の履行に必要不可欠な補償実務に関する豊富な行
政経験と用地補償制度全般に関する専門的な知識を有する技
術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務遂行に
対処できる厳格な服務規律が確保されている。
　よって、（社）四国建設弘済会は本業務の目的を確実に履行
できる唯一の法人である。
　よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

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

6890 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　中村宿毛道路（不
破）外用地調査等業務精度監理
業務（一式）

伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道
事務所
四万十市右山２０３３－１４

平成18年1月26日 525,000

　本業務の履行にあたっては、損失補償基準等の理解はもとよ
り、建築基準法をはじ　めとする法令等についての専門的知識
等が要求される。また、補償の具体的妥当性等について発注
者に報告を行い、これに基づき発注者が用地調査等業務の請
負者に対して成果品の修補を求めることとなるため、用地補償
事務に関する豊富な行政経験と補　償コンサルタントに対する
公平・中立性が求められる。（社）四国建設弘済会は、建設行
政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、　国土開発の
発展に資することを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する
機関として　設立された公益法人である。当法人は、本業務の
履行に必要不可欠な補償事務に関する豊富な行政経験と、損
失補償基準等をはじめとする用地補償制度及び各種法令に関
する専門的な知識を有する　技術者を多数確保しているととも
に、公平・中立的な業務執行に対処できる厳格な服　務規律が
確保されている。また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図
るための研修　を継続的に行い資質の向上に努めている。さら
に、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ　９００１に登録された「（社）
四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努
めている。　　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履
行できる唯一の法人であり、会計法　第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うもので　あ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6891 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　情報連絡業務委
託（一式）

奥谷　正
四国地方整備局土佐国道事務
所
高知市江陽町２－２

平成17年4月1日 12,600,000

　本業務においては、道路に対しての地域住民等から提供され
る情報の整理及び関係職員への的確な連絡を行わなければ
ならない。
このため、道路関係の行政経験を必要とする業務である。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に設立された社団法人であり、本業務に必要とされ
る豊富な行政経験を有している土木技術者を多数有する機関
である。
これらの要件から、本業務の目的を確実に達成できる上記法
人を唯一と判断し、会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6892 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　設計積算補助業
務委託（一式）

奥谷　正
四国地方整備局土佐国道事務
所
高知市江陽町２－２

平成17年4月1日 155,925,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6893 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　用地補償技術業
務委託（一式）

奥谷　正
四国地方整備局土佐国道事務
所
高知市江陽町２－２

平成17年4月1日 67,200,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6894 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　土佐国道技術審
査資料作成業務（一式）

奥谷　正
四国地方整備局土佐国道事務
所
高知市江陽町２－２

平成17年4月1日 7,350,000

当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者を
選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助す
るものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審査に
関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国
の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がか
かった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。こ
の業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は
もちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機
密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6895 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　道路巡回業務委
託（一式）

奥谷　正
四国地方整備局土佐国道事務
所
高知市江陽町２－２

平成17年4月1日 156,429,000

　本業務の実施にあたっては、道路の施設管理及び現地実態
に精通し道路管理の果たす役割を十分理解しているとともに道
路の施設管理についての豊富な行政経験が必要とされる。
これらの要件から、本業務の目的を確実に達成できる上記法
人を唯一と判断し、会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6896 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　管理技術補助業
務委託（一式）

奥谷　正
四国地方整備局土佐国道事務
所
高知市江陽町２－２

平成17年4月1日 75,043,500

　本業務の実施にあたっては、国土交通省定の道路関係法令
及び各種基準の理解はもとより、道路の施設管理についての
豊富な行政経験が要求される。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に設立された社団法人であり、本業務に必要とされ
る豊富な行政経験を有している土木技術者を多数有する機関
である。
これらの要件から、本業務の目的を確実に達成できる上記法
人を唯一と判断し、会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6897 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　現場技術業務委
託（一式）

奥谷　正
四国地方整備局土佐国道事務
所
高知市江陽町２－２

平成17年4月1日 260,610,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6898 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　管内工事積算補
助業務委託（一式）

奥谷　正
四国地方整備局土佐国道事務
所
高知市江陽町２－２

平成17年4月28日 40,425,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6899 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　高知南国道路事
業認定申請図書等作成業務（一
式）

奥谷　正
四国地方整備局土佐国道事務
所
高知市江陽町２－２

平成17年5月10日 4,515,000

　土地収用制度は、相手方の意思の如何に関わらず、公権力
の行使により財産権を強制的に取得する制度であり、本業務
の遂行に当たっては補償事務に関する豊富な行政経験と、土
地収用法等の関係法令及び損失補償基準を始めとする用地
補償制度全般に関する専門的な知識に基づく的確な判断が必
要とされる。
また、個人の権利義務関係に重大な影響を与えることから、業
務内容の取扱いに当たっては公平・中立性及び、厳格な守秘
義務が求められる。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
当法人は、本業務の履行に必要不可欠な補償事務に関する豊
富な行政経験と、土地収用法等の関係法令及び損失補償基準
を始めとする用地補償制度全般に関する専門的な知識を有す
る技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務遂
行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るための研修等
を継続的に行い資質の向上に努めている。
さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保
に努めている。
以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯一
の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

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

6900 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　須崎道路（池山地
区）精度監理業務（一式）

奥谷　正
四国地方整備局土佐国道事務
所
高知市江陽町２－２

平成17年6月21日 1,785,000

　本業務の履行にあたっては、損失補償基準等の理解はもとよ
り、建築基準法をはじ　めとする法令等についての専門的知識
等が要求される。また、補償の具体的妥当性等について発注
者に報告を行い、これに基づき発注者が用地調査等業務の請
負者に対して成果品の修補を求めることとなるため、用地補償
事務に関する豊富な行政経験と補　償コンサルタントに対する
公平・中立性が求められる。（社）四国建設弘済会は、建設行
政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、　国土開発の
発展に資することを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する
機関として　設立された公益法人である。当法人は、本業務の
履行に必要不可欠な補償事務に関する豊富な行政経験と、損
失補償基準等をはじめとする用地補償制度及び各種法令に関
する専門的な知識を有する　技術者を多数確保しているととも
に、公平・中立的な業務執行に対処できる厳格な服　務規律が
確保されている。また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図
るための研修　を継続的に行い資質の向上に努めている。さら
に、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ　９００１に登録された「（社）
四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努
めている。　　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履
行できる唯一の法人であり、会計法　第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うもので　あ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6901 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　南国安芸道路事
業認定申請図書等作成業務（一
式）

奥谷　正
四国地方整備局土佐国道事務
所
高知市江陽町２－２

平成17年6月29日 12,600,000

土地収用制度は、相手方の意思の如何に関わらず、公権力の
行使により財産権を強制的に取得する制度であり、本業務の
遂行に当たっては補償事務に関する豊富な行政経験と、土地
収用法等の関係法令及び損失補償基準を始めとする用地補
償制度全般に関する専門的な知識に基づく的確な判断が必要
とされる。
　また、個人の権利義務関係に重大な影響を与えることから、
業務内容の取扱いに当たっては公平・中立性及び、厳格な守
秘義務が求められる。
　（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に設立された公益法人である。
　当法人は、本業務の履行に必要不可欠な補償実務に関する
豊富な行政経験と、土地収用法等の関係法令及び損失補償基
準を始めとする用地補償制度全般に関する専門的な知識を有
する技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務
遂行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
　また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るための研修
等を継続的に行い資質の向上に努めている。
　さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保
に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

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

6902 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　高知南国道路（竹
中地区外１件）精度監理業務
（一式）

奥谷　正
四国地方整備局土佐国道事務
所
高知市江陽町２－２

平成17年9月21日 1,207,500

　本業務の履行にあたっては、損失補償基準等の理解はもとよ
り、建築基準法をはじ　めとする法令等についての専門的知識
等が要求される。また、補償の具体的妥当性等について発注
者に報告を行い、これに基づき発注者が用地調査等業務の請
負者に対して成果品の修補を求めることとなるため、用地補償
事務に関する豊富な行政経験と補　償コンサルタントに対する
公平・中立性が求められる。（社）四国建設弘済会は、建設行
政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、　国土開発の
発展に資することを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する
機関として　設立された公益法人である。当法人は、本業務の
履行に必要不可欠な補償事務に関する豊富な行政経験と、損
失補償基準等をはじめとする用地補償制度及び各種法令に関
する専門的な知識を有する　技術者を多数確保しているととも
に、公平・中立的な業務執行に対処できる厳格な服　務規律が
確保されている。また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図
るための研修　を継続的に行い資質の向上に努めている。さら
に、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ　９００１に登録された「（社）
四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努
めている。　　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履
行できる唯一の法人であり、会計法　第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うもので　あ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6903 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　高知市内占用物
件適正化業務（一式）

奥谷　正
四国地方整備局土佐国道事務
所
高知市江陽町２－２

平成17年11月1日 1,018,500

　本業務の履行にあたっては、国土交通省制定の道路関係法
令及び各種占用許可基準の理解はもとより、道路の施設管理
についての豊富な行政経験とその立場上営利目的としない公
平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
　（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に設立された公益法人である。
　当法人は本業務の履行に必要不可欠な道路関係法令及び
各種占用許可基準を熟知し、道路の施設管理についての豊富
な行政経験を有する技術者を多数確保しているとともに、公
平・中立的な業務遂行に対処できる厳格な服務規律が確保さ
れている。
　また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積し
た実績デ一タ一等を基に独自の業務マニュアルを整備し、「管
理技術者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。
　さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保
に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6904 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　管内設計資料点
検業務委託（一式）

奥谷　正
四国地方整備局土佐国道事務
所
高知市江陽町２－２

平成17年11月29日 14,175,000

当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者を
選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助す
るものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審査に
関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国
の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がか
かった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。こ
の業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は
もちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機
密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6905 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　旭町精度監理業
務（一式）

奥谷　正
四国地方整備局土佐国道事務
所
高知市江陽町２－２

平成17年11月29日 997,500

　本業務の履行にあたっては、損失補償基準等の理解はもとよ
り、建築基準法をはじ　めとする法令等についての専門的知識
等が要求される。また、補償の具体的妥当性等について発注
者に報告を行い、これに基づき発注者が用地調査等業務の請
負者に対して成果品の修補を求めることとなるため、用地補償
事務に関する豊富な行政経験と補　償コンサルタントに対する
公平・中立性が求められる。（社）四国建設弘済会は、建設行
政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、　国土開発の
発展に資することを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する
機関として　設立された公益法人である。当法人は、本業務の
履行に必要不可欠な補償事務に関する豊富な行政経験と、損
失補償基準等をはじめとする用地補償制度及び各種法令に関
する専門的な知識を有する　技術者を多数確保しているととも
に、公平・中立的な業務執行に対処できる厳格な服　務規律が
確保されている。また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図
るための研修　を継続的に行い資質の向上に努めている。さら
に、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ　９００１に登録された「（社）
四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努
めている。　　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履
行できる唯一の法人であり、会計法　第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うもので　あ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6906 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　用地補償技術業
務委託（一式）

五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開
発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９
２－１

平成17年4月1日 23,100,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6907 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　ダム計画調査管
理技術補助外業務委託（一式）

五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開
発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９
２－１

平成17年4月1日 50,977,500

　本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の
補助に係る公共性の高い業務であるため、公共土木工事にお
ける調査・計画・積算・監督・検査・管理等並びに河川管理のう
ち特にダム管理分野の豊富な行政経験とその立場上営利目的
としない公平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
社団法人四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の
進展に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的
に昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益
法人である。
当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る調査・計画・積算・監督・検査・管理等の豊富な行政経験を
有する技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業
務遂行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した
実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術
者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。
さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保
に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6908 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　柳瀬ダム技術補
助業務委託（一式）

竹島　和司
四国地方整備局吉野川ダム統
合管理事務所
徳島県三好郡池田町字西山谷
尻４２３５－１

平成17年4月1日 36,750,000

　本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の
補助に係る公共性の高い業務であるため、河川管理のうち特
にダム管理分野の豊富な行政経験とその立場上営利目　的と
しない公平・中立性および厳格な守秘義務が求められる。
　(社)四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土　開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
　当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る河川管理のうち特にダム管理分野の豊富な行政経験を有
する技術者を多数確保しているとともに、公平・中立　的な業務
遂行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。また、職
員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した実績
データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し、「管理技術者
研修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。さらに、業
務の遂　行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された「(社)四国建
設弘済会品質マニュアル」　を運用し、信頼性の確保に努めて
いる。
   以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項および予決令第１０
２条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6909 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　現場技術業務委
託（一式）

竹島　和司
四国地方整備局吉野川ダム統
合管理事務所
徳島県三好郡池田町字西山谷
尻４２３５－１

平成17年4月1日 25,725,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6910 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　河川巡視外１件
業務委託（一式）

竹島　和司
四国地方整備局吉野川ダム統
合管理事務所
徳島県三好郡池田町字西山谷
尻４２３５－１

平成17年4月1日 23,068,500

　本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の
補助に係る公共性の高い業務であるため、河川に係る調査・計
画・工事・管理等の豊富な行政経験とその立場上営利目的とし
ない公平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
　（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
　当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る河川の調査・計画・工事・管理等の豊富な行政経験を有す
る技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務遂
行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。また、職員
の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積したデータ等を
基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術者研修」等を継
続的に行い資質の向上に努めている。さらに、業務の遂行にあ
たっては、ＩＳＯ９００１に登録された「（社）四国建設弘済会品質
マニュアル」を運用し信頼性の確保に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6911 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　設計資料点検業
務委託（一式）

竹島　和司
四国地方整備局吉野川ダム統
合管理事務所
徳島県三好郡池田町字西山谷
尻４２３５－１

平成17年5月16日 1,050,000

当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者を
選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助す
るものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審査に
関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国
の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がか
かった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。こ
の業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は
もちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機
密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6912 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　設計資料点検業
務委託その２（一式）

竹島　和司
四国地方整備局吉野川ダム統
合管理事務所
徳島県三好郡池田町字西山谷
尻４２３５－１

平成17年12月2日 1,050,000

当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者を
選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助す
るものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審査に
関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国
の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がか
かった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。こ
の業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は
もちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機
密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6913 （社）四国建設弘済会
平成１７年度 共有資産等調査業
務（一式）

竹島　和司
四国地方整備局吉野川ダム統
合管理事務所
徳島県三好郡池田町字西山谷
尻４２３５－１

平成17年8月1日 5,460,000

　本業務の履行にあたっては、ダム統合管理業務と関係資産
及び経費負担に係る知識、河川法・国有財産法・物品管理法
並びのそれらの関係法令に係る知識を有するとともに、企業会
計原則に基づく会計処理に関する知識が必要である。また、各
ダムユーザーに対して公平・中立な立場で資産把握を行う必要
がある。
　上記法人は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与する
とともに、国土開発の発展に資することを目的に、昭和４３年に
建設行政を補完する機関として設立された公益法人である。
  当法人は、四国地方整備局におけるダム統合管理業務のマ
ネージメントに必要な知識、国の財産・物品の管理に必要な事
務の行政経験を有する職員を確保しているとともに、同法人の
会計処理を通して企業会計原則に基づく会計処理に精通した
知識を有している。また公平・中立的な業務遂行に対処できる
厳格な服務規律が確保されている。
　以上により、（社）四国建設弘済会は行政事務や関係法令の
知識、豊富な行政経験により本業務を確実に履行でき、かつ公
平・中立な立場で資産把握ができる唯一の機関である。
　以上から、上記法人と会計法第２９条の３第４項及び、予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うも
のである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの（19年度か
ら一般競争入札等に
移行）

6914 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　野村ダム技術補
助業務委託（一式）

則　勢
四国地方整備局野村ダム管理
所
愛媛県西予市野村町野村８－１
５３－１

平成17年4月1日 35,700,000

　本業の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い業務であるため、河川管理のうち特に
ダム管理分野の豊富な行政経験とその立場上営利目的としな
い公平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
　（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
　当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る河川管理のうち特にダム管理分野の豊富な行政経験を有
する技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務
遂行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
　また職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した
実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術
者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。
　さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ9001に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保
に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３項に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6915 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　大渡ダム観測業
務（一式）

松本　秀應
四国地方整備局大渡ダム管理
所
高知県吾川郡仁淀町高瀬３８１
５

平成17年4月1日 21,630,000

　本業務の履行にあたっては、本業務により取り扱うデータが
ダム管理上、且つ、地域防災情報として社会的に大きな影響が
ある重要な行政データであることから、ダムの施設管理の役割
及びデータの重要性を十分理解した上で長年の経験に基づく
技術力によりデータを扱うことが必要不可欠である。
また、その立場上営利目的としない公平・中立性及び厳格な守
秘義務が求められる。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係るダム管理等の豊富な行政経験を有する技術者を多数確保
しているとともに、公平・中立的な業務遂行に対処できる厳格な
服務規律が確保されている。
また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した
実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術
者研修等」を継続的に行い資質の向上に努めている。
さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ０９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保
に努めている。
以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯一
の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの（18年度か
ら一般競争入札等に
移行）

6916 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　大渡ダム現場技
術業務委託（一式）

松本　秀應
四国地方整備局大渡ダム管理
所
高知県吾川郡仁淀町高瀬３８１
５

平成17年4月1日 14,700,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6917 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　大渡ダム管理補
助業務委託（一式）

松本　秀應
四国地方整備局大渡ダム管理
所
高知県吾川郡仁淀町高瀬３８１
５

平成17年4月1日 40,950,000

　本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の
補助に係る公共性の高い業務であるため、河川管理のうち特
にダム管理分野の豊富な行政経験とその立場上営利目的とし
ない公平・中立性及び厳格な守秘義務と信頼性が求められる。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る河川管理のうち特にダム管理分野の豊富な行政経験を有
する技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務
遂行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した
実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術
者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。
さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ０９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保
に努めている。
以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯一
の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6918 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　大渡ダム管理所
多目的防災施設精度監理業務
（一式）

松本　秀應
四国地方整備局大渡ダム管理
所
高知県吾川郡仁淀町高瀬３８１
５

平成18年2月28日 525,000

　本業務の履行にあたっては、損失補償基準等の理解はもとよ
り、建築基準法をはじ　めとする法令等についての専門的知識
等が要求される。また、補償の具体的妥当性等について発注
者に報告を行い、これに基づき発注者が用地調査等業務の請
負者に対して成果品の修補を求めることとなるため、用地補償
事務に関する豊富な行政経験と補　償コンサルタントに対する
公平・中立性が求められる。（社）四国建設弘済会は、建設行
政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、　国土開発の
発展に資することを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する
機関として　設立された公益法人である。当法人は、本業務の
履行に必要不可欠な補償事務に関する豊富な行政経験と、損
失補償基準等をはじめとする用地補償制度及び各種法令に関
する専門的な知識を有する　技術者を多数確保しているととも
に、公平・中立的な業務執行に対処できる厳格な服　務規律が
確保されている。また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図
るための研修　を継続的に行い資質の向上に努めている。さら
に、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ　９００１に登録された「（社）
四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保に努
めている。　　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履
行できる唯一の法人であり、会計法　第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うもので　あ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6919 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　技術（情報）管理
補助業務委託（一式）

工藤　建夫
四国地方整備局四国技術事務
所
高松市牟礼町牟礼１５４５

平成17年4月1日 25,095,000

　本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の
補助に係る公共性の高い業務であるため、豊富な行政経験と
その立場上営利目的としない公平・中立性及び厳格な守秘義
務が求められるとともに、業務に要求される各種の基準に精通
し、かつ、材料調査試験研究等及び、技術情報システム運用
管理等の専門的知識及び、技術経験を有する者に業務を遂行
させる必要がある。
　（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
　当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る公共土木工事における調査・監督・検査・管理等の豊富な
行政経験を有する技術者を多数保持しているとともに、公平・
中立的な業務遂行に対処できる厳格な服務規律が確保されて
いる。
　また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積し
た実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技
術者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。
　さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し、信頼性の確
保に努めている。
　以上から、上記の法人は、本業務の目的を確実に履行できる
唯一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（19年度から一般競
争入札等に移行）

6920 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　水質技術管理業
務（一式）

工藤　建夫
四国地方整備局四国技術事務
所
高松市牟礼町牟礼１５４５

平成17年4月1日 41,149,500

　本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の
補助に係る公共性の高い業務であるため、河川の調査・管理
や水質分析等の豊富な行政経験及び技術と、その立場上営利
目的としない公平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
　（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
　当法人は、本業務の履行に必要不可欠な計量証明事業登録
を有するとともに、四国地方整備局に係る河川の調査・管理や
水質分析等の豊富な行政経験、技術を有する技術者を多数確
保しているとともに、公平・中立的な業務遂行に対処できる厳
格な服務規律が確保されている。
　また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、香川県
計量協会に加盟し、分析精度の管理・向上のために協会が
行っている共同分析等に参加するとともに、業務の履行に必要
な分析技術や安全管理の講習会等へ技術者の派遣等を継続
的に行い資質の向上に努めている。
　さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し、信頼性の確
保に努めている。
　以上の点から、上記の法人は本業務の目的を確実に履行で
きる唯一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6921 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　技術活用パイロッ
ト事業等調査業務委託（一式）

工藤　建夫
四国地方整備局四国技術事務
所
高松市牟礼町牟礼１５４５

平成17年5月27日 19,005,000

　本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の
補助に係る公共性の高い業務であるため、公共土木工事にお
ける調査・計画・積算・監督・検査・管理等の豊富な行政経験と
その立場上営利目的としない公平・中立性及び厳格な守秘義
務が求められる。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
　当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る調査・計画・積算・監督・検査・管理等の豊富な行政経験を
有する技術者を確保しているとともに、公平・中立的な業務遂
行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
　また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積し
た実績データ等を基に継続的に資質の向上に努めている。
　さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し、信頼性の確
保に努めている。
　以上から、上記の法人は、本業務の目的を確実に履行できる
唯一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの（19年度か
ら一般競争入札等に
移行）

6922 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　四国の道路写真
収集業務（一式）

工藤　建夫
四国地方整備局四国技術事務
所
高松市牟礼町牟礼１５４５

平成17年7月4日 20,370,000

　本業務で収集される各種写真は、予算要求資料、地元協議
用資料、各事業記録等、行政資料として使用する重要なもので
あり、各使用目的ごとに適切な内容を具備しなければならない
ことから、豊富な行政経験と現地の状況に精通していなければ
ならない。
　（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
建設行政を補完する機関として設立された公益法人である。
　当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る公共事業における調査・監督・検査・管理等の豊富な行政
経験を有する技術者を多数保持しているとともに、四国内に本
所、支所、出張所を置き現地状況に精通している。
　以上のから、（社）四国建設弘済会は業務の目的を確実に履
行できる道路の調査、監督、検査、管理等に豊富な行政経験を
有すると共に、現地状況に精通しており、本業務を遂行できる
唯一の法人である。
　よって、会計法２９条の３第４項並びに、予決令第１０２条の４
第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6923 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　技術活用パイロッ
ト事業等調査業務委託（その２）
（一式）

工藤　建夫
四国地方整備局四国技術事務
所
高松市牟礼町牟礼１５４５

平成17年11月8日 16,800,000

　本業務の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の
補助に係る公共性の高い業務であるため、公共土木工事にお
ける調査・計画・積算・監督・検査・管理等の豊富な行政経験と
その立場上営利目的としない公平・中立性及び厳格な守秘義
務が求められる。
　（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
　当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る調査・計画・積算・監督・検査・管理等の豊富な行政経験を
有する技術者を確保しているとともに、公平・中立的な業務遂
行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
　また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積し
た実績デ－タ等を基に継続的に資質の向上に努めている。
　さらに、業務の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し、信頼性の確
保に努めている。
　以上から、上記の法人は、本業務の目的を確実に履行できる
唯一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（19年度から一般競
争入札等に移行）

6924 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　国営讃岐まんのう
公園現場技術業務委託（一式）

川崎　末和
四国地方整備局国営讃岐まん
のう公園事務所
香川県仲多度郡満濃町大字吉
野４２４３－１２

平成17年4月1日 59,482,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6925 （社）四国建設弘済会 支出証拠書類編纂等業務

横田耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目２６
番３２号

平成17年4月28日 1,973,160

本業務の実施にあたっては、会計検査院法に定める「計算証
明規則」等の関係規定に精通し、これに基づいて整然かつ確
実に区分・編纂することが必要とされる。また、編纂される支出
証拠書類には、請求者の振り込み口座・口座名義・振込金額
等の個人情報の記載も多く、それ以外にも多数の不開示情報
が含まれている為、営利目的としない公平・中立性及び厳格な
守秘義務が求められる。（社）四国建設弘済会は、建設行政の
推進と建設事業の進展に寄与するとともに、国土開発の発展
に資することを目的に、昭和４３年に建設行政を補完する機関
として設立された公益法人である。当法人は、本業務の履行に
必要不可欠な会計法令に精通した高い専門的知識と豊富な行
政経験を有する人材を多数有しているとともに、公平・中立的
な業務遂行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。
本業務の実施に当たっては、高い専門的知識と豊富な行政経
験を有する人材を多数有し、公平・中立的な業務遂行に対処で
きる（社）四国建設弘済会が本業務を履行できる唯一の機関で
ある。よって、会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第
３号を適用し、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

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

単価契約



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6926 （財）建設業技術者センター
平成１７年度　企業情報データ
提供業務

横田耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目２６
番３2号

平成17年04月01日 3,150,000

（財）建設業技術者センターは、施工管理に関する知識及び技
術の普及を図ること等を目的に設立された法人である。監理技
術者資格証の交付事務を通じて技術者の専任情報や建設業
者の経営事項審査の内容を保持して各種公共工事の情報を
総合的かつ迅速に提供することができ、工事の適正な施工の
確保に資することができる唯一の法人である。このため、本業
務の目的を確実に達成できるのは上記法人のみであることか
ら会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規
定に基づき、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

公募手続き
を導入

6927 （財）日本気象協会 H17地震情報提供業務（一式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年4月1日 3,656,268

本業務の地震・津波警報は、地震発生時及び津波が予想又は
発生した場合に四国地方整備局職員に対して、警戒・参集を呼
びかけるために必要なものであり、平日・休日・夜間を問わず
情報提供を受けるものである。このサービスを行うことが出来
るのは上記法人より外にない。よって上記法人と随意契約を行
うものである。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２の
４第３項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの（平成１８
年度から直ちに一般

競争に移行）

6928 （財）国土技術研究センター
H17東南海・南海地震に関する
広域連携等検討業務委託（一
式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年5月13日 25,830,000

本業務の実施に当たっては、四国地方における大規模地震発
生時の被害特性及び課題に精通しているとともに、大規模地震
災害に備え、各防災行政機関等が連携した防災ソフト対策を含
む総合的な防災施策に関する特殊な知識や経験が求められ
る。財団法人国土技術研究センターは、我が国における建設
技術発展の支柱となり、国と社会が要請する新しい建設技術
に関する調査研究を総合的かつ効果的に行うとともに、新しい
建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図
り、もって、国民福祉の向上に寄与することを目的として設立さ
れた公益法人である。当法人は平成１６年度において「モデル
地域の河川施設等地震防災検討業務」（堤防・水門等の防災
施設やソフトが一体となった総合的な防災対策の検討）や「大
規模地震津波等に関する道路防災検討業務」（道路構造物の
被災影響、道路利用者への情報提供、避難路等の道路支援
方策等総合的なハード・ソフト対策の検討）など東南海・南海地
震に関する検討を行っており、四国地方において大規模地震
発生時の被害特性および課題に精通している。また、他地整に
おいては「三陸沖南部地域地震津波に対する防災計画検討調
査（平成１５年度）」に携わるなど、防災ソフト対策を含む総合的
な防災対策に関する特殊な知識と経験を有している。以上によ
り、財団法人国土技術研究センターは、四国地方における大規
模地震発生時の被害特性および課題に精通しているとともに、
防災ソフト対策を含む総合的な防災対策に関する特殊な知識
や経験を有しており、本業務を遂行できる唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４号、予決令第１０２条の４第３号
に基づき、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6929 （財）河川情報センター
H17大規模地震津波防災訓練検
討業務委託（一式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成18年2月17日 9,450,000

本業務の実施に当たっては、地震・津波等を対象とした実践的
危機管理シナリオ作成に係るノウハウについて熟知していると
共に、住民と行政機関が連携した地震 ・大津波対策に関する
訓練実施計画を行った実務経験が求められる。財団法人河川
情報センターは、自然災害に関する情報の収集などの技術開
発を行い、情報管理及び提供手法を確立することを目的として
設立された公益法人である。当法人は、危機管理シナリオの作
成、運営手段を備えていることを特徴とする「危機管理演習シ
ステム」を開発し特許出願中であると共に、演習平成１５年度に
「大規模震災（東海地震）対処訓練調査業務」（内閣府）、平成
１６年度に「地震災害演習検討業務」（国交省関東地整）、平成
１７年度に「津波災害実地訓練検討業務」（国交省近畿地整）な
ど、各種の地震・津波対策訓練計画を行うという特殊な経験を
有している。以上により、財団法人河川情報センターは、地震・
津波等を対象とした危機管理シナリオ作成に精通、熟知してい
るのみならず、地震・津波対策訓練計画についての経験が豊
富であるため、本業務を遂行できる唯一の機関である。よっ
て、会計法第２９条の３第４号、予決令第１０２条の４第３号に基
づき、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの（平成１９
年度以降総合評価に
よる一般競争に移
行）

6930 （財）河川情報センター
H17危機管理研修実施業務委託
（一式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年9月27日 3,780,000

自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理
を行えるようにするためには、シナリオのない状況の中で臨機
の判断等の対処能力を向上させるための訓練が不可欠であ
る。
ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプ
レーヤーに分かれ、コントローラーから付与される状況に応じ
てシナリオを知らされていないプレーヤーがその場で判断し行
動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法
である。
当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について
著作権を有している。また、災害対応について、経験と代替性
のない特定の知識等を有する演習実施組織を擁する唯一の者
である。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

①一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（1,884,000円、平成１
９年度以降一部一般

競争に移行）
②随意契約によらざ

るをえないもの
（1,896,000円）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6931
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度　公共土木積算の
統一に向けての検討業務委託
（一式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年11月14日 2,436,000

本業務の遂行にあたっては、公共工事の積算分野における広
範な知識と経験を有し、積算システムについての専門的な知識
が求められる。また、土木積算基準は数多くの受発注者に利
用・適用されるもので、社会的影響が大きく、高い公共性を有
することから、中立性・公平性が求められる。(財)日本建設情報
総合センターは、「建設事業の円滑な執行に資する情報システ
ムの　調査研究を行い、建設技術の向上及び建設事業の効率
化を図ること」を目的として設立された公益法人である。当法人
は、国土交通省が運用する「新土木工事積算システム」の開
発・改良・運用支　援に携わり、公共工事の積算分野におい
て、広範な知識と経験を有している。また、土木積算基準に係
わる各種会議の事務局等にも携わり、現在まで継続して中立・
公平な立　場で土木積算基準統一化への中心的役割を果たし
ている。以上により、（財）日本建設情報総合センターは、公共
工事の積算分野における広範な知識と経験を有し、且つ中立
性・公平性を有しており、本業務を遂行できる唯一の機関であ
る。よって、会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6932
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度　ＣＡＬＳ／ＥＣ（情
報共有）整備検討業務委託（一
式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成18年1月10日 40,005,000

本業務の履行にあたっては、各種の電子納品要領（案）や国内
における工事・業務施行中の受発注者間の情報共有化に関す
る知識及び経験が求められる。また、ＣＡＬＳ／ＥＣは数多くの
公共事業発注機関及び工事・コンサルタント業者が参画するこ
とから、高い公共性を必要とする業務であり中立性、公平性が
求められる。（財）日本建設情報総合センターは、「建設事業の
円滑な執行に資する建設情報システムの調査研究を行うととも
に、関係諸機関に散在する膨大な建設情報のデータベースを
構築し、これを広く一般に提供することにより、建設技術の向
上、建設事業の効率化、ひいては国土の安全かつ有効な利用
の促進を図り、もって国民生活の高度化及び経済の活性化に
資すること」を目的として設立された公益法人である。当法人
は、電子納品に関する各種要領の制定・改訂業務を行うととも
に、工事及び業務施行中の情報共有化に関する特性を把握し
ている。なお、平成１４年度より各年において、本業務の基礎と
なる情報共有化検討業務を行っており、本業務に不可欠な知
識及び経験を有している唯一の機関である。更に、当法人は建
設ＣＡＬＳ／ＥＣの実現に向けて、標準仕様を検討する建設情
報標準化委員会等の事務局をつとめるなど、中立・公平な立場
で、建設ＣＡＬＳ／ＥＣ推進の中心的役割を果たしている。した
がって、本業務に係る知識及び経験を有し、中立性・公平性を
有する者であり、かつ重要な役割を果たす唯一の者である。以
上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯一の
法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３項に基づき、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6933
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度　ＣＡＬＳ／ＥＣ支援
業務委託（一式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成18年1月13日 4,347,000

本業務の履行にあたっては、ＣＡＬＳ／ＥＣに関し専門的知識及
び豊富な経験が求められる。また、ＣＡＬＳ／ＥＣは数多くの公
共事業発注機関及び工事・コンサルタント業者が参画すること
から、高い公共性を必要とする業務であり、中立性、公平性が
求められる。（財）日本建設情報総合センターは、「建設事業の
円滑な執行に資する建設情報システムの調査研究を行うととも
に、関係諸機関に散在する膨大な建設情報のデータベースを
構築し、これを広く一般に提供することにより、建設技術の向
上、建設事業の効率化、ひいては国土の安全かつ有効な利用
の促進を図り、もって国民生活の高度化及び経済の活性化に
資すること」を目的として設立された公益法人である。当法人
は、電子納品に関する各種要領の制定・改訂業務を行うととも
に、ＣＡＬＳ／ＥＣの推進のための技術開発・教育・普及に牽引
的役割を果たしてきてい　　　る。また四国においては、平成１４
年度から「ＣＡＬＳ／ＥＣ地方アクションプログラム（四国地方
版）」の策定や、「電子納品に関する手引き」の作成等の業務を
実施してきており、本業務内容に関しては他に比類を見ない専
門的知識及び業務経験を有している。　　更に、当法人は建設
ＣＡＬＳ／ＥＣの実現に向けて、標準仕様を検討する建設情報
標準化委員会等の事務局をつとめるなど、中立・公平な立場
で、建設ＣＡＬＳ／ＥＣ推進の中心的役割を果たしている。した
がって、本業務に係る知識及び経験を有し、中立性・公平性を
有する者であり、かつ重要な役割を果たす唯一の者である。以
上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯一の
法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３項に基づき、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6934
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度　技術管理情報高
度化業務委託（一式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成18年2月8日 3,108,000

本業務の履行にあたっては、国土交通省に関連する諸法規、
制度に精通するとともに、技術管理及びデータベースシステム
に関する専門的知識と豊富な経験が必要不可欠である。（財）
日本建設情報総合センターは、「建設事業の円滑な執行に資
する建設情報システムの調査研究を行うとともに、関係諸機関
に散在する膨大な建設情報のデータベースを構築し、これを広
く一般に提供することにより、建設技術の向上、建設事業の効
率化、ひいては国土の安全かつ有効な利用を図り、もって国民
生活の高度化及び経済の活性化に資すること」を目的として設
立された公益法人である。当法人は、技術管理文書の高度化
にあたって、平成８年度より「技術管理情報高度化研究会」の
事務局として中心的な役割を果たしているとともに、平成１１年
度に「技術管理文書電子化マニュアル（案）」の策定作業を行っ
ており国土交通省に関連する諸法規、制度に精通している唯
一の機関である。また、平成１１年度には「技術管理文書総覧」
のシステム構築を行うなど、継続的に技術管理文書高度化推
進に取り組んでおり、技術管理及びデータベースシステムに関
する専門的知識と豊富な経験を有している。従って本業務に係
る特定の知識及び経験を有する者である。以上から、上記法
人は本業務の目的を確実に履行できる唯一の法人であり、会
計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

6935
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度　工事等実績デー
タ提供業務（一式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年4月1日 7,560,000

工事・業務実績、技術者データ等の情報を持っている唯一の機
関である。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－（随意契約によらざ
るをえないもの）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6936 （財）建設物価調査会
平成１７年度　「建設物価」掲載
材料単価等調査（一式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年04月20日 5,470,500

「建設物価及び材料単価データベース」を発行・作成している唯
一の機関である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

6937 （財）経済調査会
平成１７年度　「積算資料」掲載
材料単価等調査（一式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年04月20日 5,565,000

「積算資料及び材料単価データベース」を発行・作成している唯
一の機関である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

6938 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　技術審査資料作
成業務（一式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年05月30日 4,830,000

当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者を
選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助す
るものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審査に
関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国
の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がか
かった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。こ
の業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は
もちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機
密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（19年度から一般競
争入札等に移行）

公募手続き
を導入

6939 （社）日本建設機械化協会
平成17年度新技術活用支援検
討業務（一式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年11月21日 17,902,500

当業務は、予定価格の積算につながる各企業の合理化のノウ
ハウに係る情報などを各企業横断的に収集する必要があり、
仮に民間企業に損害が生じる情報や予定価格に関する情報が
漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結
する。このため、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員
（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこ
と、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持の体制
が確保できる公益法人に履行させる必要がある。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6940 （社）建設電気技術協会
平成17年度 電気通信設備工事
総合評価項目検討業務委託（一
式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成18年1月13日 4,725,000

本業務の履行にあたっては、国土交通省の電気通信設備の各
種設備に関する知識及び技術的特性を熟知していることが求
められる。また、総合評価項目は公共性・客観性を特に必要と
する事項であり中立性、公平性が求められる。社団法人建設
電気技術協会は、電気通信、電子応用、情報通信に関する技
術をもって、建設事業の効率化、省力化、経済化及び高度化等
を図り、国土の均衡ある整備、保全及び経済の発展に寄与す
る目的で、昭和４４年に設立された公益法人である。当法人
は、国土交通省電気通信設備標準仕様の策定・新技術の開発
に関する委員会の事務局など、電気通信設備に関する調査研
究を幅広く実施し、各種電気通信設備に関する幅広い知識及
び技術的特性を熟知している。また「平成１５年度電気通信設
備施工管理検討業務委託」を実施するなど施工に関する豊富
な経験を有し、国土交通省電気通信設備に関する専門的知識
と豊富な経験を有している。したがって、本業務に係る特定の
知識及び経験を有し、かつ中立・公平性を有するものである。
以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯一
の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会
計令１０２条の４第３項に基づき、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

6941 （株）四電技術コンサルタント
平成１７年度　四国地域渇水対
策検討業務委託（一式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成18年2月23日 4,830,000

本業務は、プロポーザル方式により特定した業者と、会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号に基づき、随意契
約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

平成１９年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

H17-H18ﾌﾟﾛ
ﾎﾟ
発注済み

6942 （株）四電技術コンサルタント
四国防災ﾄｯﾌﾟｾﾐﾅｰ記録作業（一
式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成18年1月20日 924,000

少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項及び予
決令第９９条の第７号）

問題があるもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

6943 （株）四電技術コンサルタント
四国防災ﾄｯﾌﾟｾﾐﾅｰ記録誌原案
作成（一式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成18年3月6日 960,750

少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項及び予
決令第９９条の第７号）

問題があるもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

6944 （独）水資源機構
通信施設共同使用料(平成17年
度分)（一式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-

平成17年4月1日 1,581,596
水資源機構が保有する多重通信施設を使用するために負担す
る費用である。契約相手は、施設を保有する水資源機構しかな
い。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－（随意契約によらざ

るをえないもの）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6945 （財）公園緑地管理財団
平成17年度　国営讃岐まんのう
公園維持管理業務委託

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年4月1日 443,699,550

維持管理業務の内容は、植物管理、建築・工作物管理、清掃、
入園料徴収、巡視・保安警備、利用者指導、救急、利用促進の
ための広報・催し物など多岐にわたるが、これらの各業務は密
接に関連しあうものであり、これらが一元的管理方針のもとに
相互連携を保ちつつその時々の状況に即応して行われること
により国営公園の維持管理の目的が達せられるものである。
従って、本業務の委託機関にあっては、
①多岐にわたる公園管理業務を総合的に実施できる経験と能
力
②公園管理者である国に変わって業務を行うことから
イ　公権力の行使に結びつく入園料の徴収、利用者指導、警備
を適切に行い得る組織としての都市公園法等関係法令につい
ての専門的な知識と経験並びに信頼性、中立性、公平性及び
安定性
ロ　国の歳入となる入園料の一時的管理を担うところの組織の
信頼性、安定性
ハ　行歳事等の企画・実施にあたって公共の資産としての活用
を行い得る中立性、公平性などの資質をそなえていることが求
められている。
（財）公園緑地管理財団は「公園緑地の管理に関する総合的な
調査研究、技術開発及び公園緑地の利用増進のための知識
の普及並びに国営公園等の維持管理業務を行い、もって国民
の心身の健全な発達に寄与すること」を目的として設立された
公益法人であり、国営公園の維持管理業務の受託、公園緑地
の管理運営に関する総合的な調査研究などの事業を行ってい
る。
　　　当財団は、平成15年度までに全国で13箇所の国営公園に
おいて維持管理業務を実施してきた経験を有し、国営公園管
理に関する技術的蓄積、公園管理に必要となる行政的な判断
力と専門的知識を備えた十分な数の職員を有する。
　　　以上から、国に替わって国営公園の総合的な管理・運営
を適切に実施し得る主体としては、（財）公園緑地管理財団が

も適当であることから、会計法２９条の３第４項及び予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号に基づき、随意契約を行うもの
である。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6946 （財）都市計画協会
平成17年度四国における景観
法活用検討業務委託

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成18年1月13日 5,911,500

　本業務の遂行に当たっては、景観計画をとりまとめる上での
官・民の役割分担、住民参加のあり方等、地域それぞれの課
題や目標に即した都市計画手法の活用方策等を偏りなく提案
する必要があり、そのためには豊富な経験と幅広い知見及び
高度な技術力を有するとともに公正性・中立性も必要とされる。
また、景観先進都市での都市計画における景観形成の現状や
問題点、既存条例等と景観法との関係等に精通している必要
もある。財団法人　都市計画協会は、都市計画の基本政策を
研究し、都市計画に関する知識の普及並びに都市計画事業の
発展を図り公共の福祉増進に寄与することを目的として設立さ
れた公益法人である。　財団法人　都市計画協会は、都市計画
に関する調査研究・啓発宣伝等を主たる業務としており、計画
策定から事業実施までのまちづくり施策全般に関する幅広い
知識を有している。　また、多数の地方公共団体を会員として
いることから、全国の都市の情報等も豊富である。　そのほか、
民間主体あるいは官民協働によるまちづくりに関する調査につ
いても多数実施していることから、豊富な経験を有している。
さらに都市計画運用指針を発行する等高度な技術力を有して
いる。景観法に関連しては、平成16年度の法制定時に法の運
用とこれに伴う予算・税制措置等についての景観法講習会を各
地で開催するとともに、四国をはじめとする全国各地での調査
業務において景観計画策定手法の検討等を実施しており、優
れた経験・知見及び高度な技術力を蓄積している。以上のこと
から、財団法人　都市計画協会は都市計画における景観形成
の関わりや景観法に即した都市計画手法の活用方策に数多く
にたずさわっており、景観法に関する高度な技術と豊富な知
識・経験を有しており、公正・中立に景観計画策定に関する検
討を遂行できる唯一の機関である。よって会計法第２９条の３
第４項並びに予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、
随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

6947 （財）都市計画協会
平成１７年度　都市計画手法の
活用による都市機能の適正配置
に関する調査

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年10月31日 7,297,500

　本業務では、都市計画の見直しに伴う土地利用等各種動向
の変化について分析し、学識経験者や自治体等による検討会
を開催し、都市計画見直しの効果を検討するとともに、その分
析手法を検証することにより、地方都市が望ましい市街地像を
実現するために必要な視点、指標等を明確にする業務であり、
都市計画制度の実態に精通し、中心市街地活性化、コンパクト
なまちづくりに関しても豊富な知識・経験が求められる。　（財）
都市計画協会は、「都市計画の基本政策を研究し、都市計画
に関する知識の普及並びに都市計画及び都市計画事業の発
展を図り、もって公共の福祉増進に寄与すること」を目的に設
立された法人である。　当法人は、都市計画に関する調査研
究、都市計画に関する事業の促進及び関係官庁その他の各種
機関への提言、都市計画に関する啓発宣伝及び調査、計画、
設計の指導等を主たる業務としている。　以上により、（財）都
市計画協会は、地方都市が抱える課題など都市計画について
調査・研究しており、都市計画全般に対する高度な技術と豊富
な知識・経験を有しており、公
平・中立に都市計画の施策の評価手法を検討できる唯一の機
関である。　よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6948 （財）都市みらい推進機構
平成１７年度地方拠点都市駅周
辺都市開発検討業務委託

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年12月26日 4,935,000

　本業務は、全国における駅周辺開発の先進事例を収集、整
理し関係者や有識者から駅周辺開発課題を聴取、整理すると
ともに、民間企業を含めた高知駅周辺街区の土地所有者の開
発意向の把握、公共公益施設管理者や商業業務事業者の将
来の立地計画の把握などを行った上で、良好なまちづくりに関
する様々な知見を元に、駅周辺地区へこれら施設の移転を誘
導する方策を検討するものであり、多様な主体やその利害が
複雑に関係し、市民の関心が高い社会問題ともなっている誘導
方策の実現性が特に訴求されるものであるため、都市開発に
関する豊富な経験、先進的かつ専門的な知識及び高度な技術
力が求められる特殊な業務である。　（財）都市みらい推進機
構は、新しい都市拠点の形成等の都市の活性化に関する総合
的な調査・研究、情報・資料の収集等を実施することにより、民
間企業の技術と経験を活かしつつ、地域社会と調和した活力
ある都市づくりの推進を図ることを目的に設立された公益法人
である。　当法人は、「盛岡駅西口地区民間都市施設立地促進
調査」（H14,15：盛岡市）、「安城
駅周辺都市拠点再生計画策定調査」（H16：安城市）、「つくばエ
クスプレス秋葉原駅第一出入口用地上空利用に関する事業提
案コンペの推進業務」（H16：首都圏新都市鉄道㈱）等全国各地
の駅周辺地区における拠点施設の検討等の調査の実績があ
り、都市開発に関する豊富な経験、先進的かつ専門的な知識
及び高度な技術力を有している。　また、平成１６年度から高知
市より高知駅周辺拠点街区の都市開発について業務委託を受
けており、これまでの経緯と実情を充分に把握している。　以上
により、（財）都市みらい推進機構は、本業務の目的を確実に
履行できる唯一の法人である。よって、会計法第２９条の３第４
項並びに予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

6949 （独）都市再生機構
平成17年度まちづくり事業支援
方策検討業務委託

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年12月20日 11,970,000

　本業務の遂行にあたっては、地域が抱えている問題点や課
題を明確にしたうえで、長期的な視点に立って地域のまちづくり
を検討することが必要であり、このためには豊富な情報収集能
力、幅広い知識及び高度な技術力を有すると共にまちづくり課
題解決の手法を熟知している必要がある。
　さらにまちづくりに関する地域における豊富なデータを蓄積
し、データの解析能力を有し、まちづくり効果の評価に関するノ
ウハウと実績を有していることも必要である。
　独立行政法人　都市再生機構は、旧都市基盤整備公団と地
域振興整備公団の地方都市開発整備部門が統合して「都市再
生に民間を誘導するため、事業施行権限を有する」新たな独立
行政法人として平成１６年７月に設置されたものである。
　当機構は、これまでに数多くの国家的施策の推進の検討に
係る調査を手がけており、豊富な情報収集能力を有している。
また、多くの地方都市において都市開発プロジェクトに関連す
る調査を手がけており、まちづくりに係る多面的な視野・幅広い
知識も有している。さらに密集市街地における防災街区整備事
業や市街地再開発事業を地方公共団体の委託により実施する
など高度な技術力も有している。
  加えて、平成１６年３月の都市再生特別措置法の改正の中で
本来業務の対象都市（人口１０万人以上）以外の市町村からも
委託を受けて、計画の作成に必要な調査等の業務を行うことと
されており、同改正法付帯決議でも同法人は、「市町村におけ
る都市再生整備計画の作成に積極的に協力するとともに、まち
づくりに関するノウハウの提供に努めること」となっている。
　以上のことから、同機構は本業務の目的を確実に履行できる
機関であることから委託することとする（会計法第２９条の３第４
項及び予決令第１０２の４第３項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6950
（財）不動産適正取引推進機
構

平成１７年度宅地建物取引業建
設業者等閲覧システム電算処理
業務

横田耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年04月01日 3,016,437

　宅地建物取引業・建設業者等閲覧システム（以下「システム」
という。）は、　宅地建物取引業者名簿、建設業許可業者名簿
をオンラインネットワーク化して閲覧を行うシステムであり具体
的には、総合政策局不動産業課に設置する端末機から、各地
方整備局等におかれている業者名簿を閲覧するシステムであ
る。
　財団法人不動産適正取引推進機構は、本システムの開発を
行い、システムのハード・ソフトの両面に習熟しており、また、本
システムと一体的な管理・運営を行っている宅地建物取引業免
許事務等処理システムの運用・管理について、宅地建物取引
業免許権者間（国土交通省及び都道府県）において同財団を
「管理・運営機関」とする取り決めがされていることから、本業
務を処理させることのできる唯一の団体である。よって、同財団
と随意契約を行うものである。（会計法第２９条３第４項、予決
令第１０２条の４第３項）

その他のもの
－（随意契約によらざ

るをえないもの）

6951
（財）不動産適正取引推進機
構

平成１７年度宅地建物取引業免
許事務等電算処理業務

横田耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年04月01日 1,562,583

　宅地建物取引業免許事務等処理システム（以下「システム」と
いう。）は、宅地建物取引業免許等審査事務を全国オンライン
ネットワーク化して免許（大臣、知事・業者）、登録（知事、取引
主任者）の厳正化、迅速化を図ろうとするものであり、具体的に
は、国土交通大臣免許については、総合政策局不動産業課に
設置する端末機から、個別の審査事項を入力し、ＮＴＴの通信
回線で中央のコンピュータにつなぎ、効率的なデータ処理を行
うとともに、入力情報の相互チェックにより免許審査を行おうと
するものである。
　財団法人不動産適正取引推進機構は、本システムの開発を
行い、システムのハード・ソフトの両面に習熟しており、また、シ
ステムの運用・管理について、宅地建物取引業免許権者間（国
土交通省及び都道府県）において同財団を「管理・運営機関」と
する取り決めがされていることから、本業務を処理させることの
できる唯一の団体である。よって、同財団と随意契約するもの
である。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

その他のもの
－（随意契約によらざ

るをえないもの）

6952
（財）建設業情報管理セン
ター

建設業情報管理システム電算処
理業務

横田耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年07月14日 1,701,185

　本業務は、建設業許可事務等を行う国土交通省（地方支分
部局及び沖縄総合事務局）及び都道府県（以下「許可行政庁」
という。）が、同一のデータベースに自らが許可した建設業者に
係る技術者等のデータを登録することで、
①　建設業者間における技術者の名義貸し等を防止する
②　建設業者の許可情報等を許可行政庁間で共有する
ことにより、建設業者に対する指導監督業務を適正に行う
こと等を目的とするものであり、すべての許可行政庁が同一の
システムを活用して行う必要がある。
　左記財団法人の建設業情報管理システムは、上記目的のた
めに、国土交通省及び４７都道府県が取り決めの上構築され
たシステムであり、左記財団法人を唯一の契約先とせざるを得
ない。（会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

その他のもの
－（随意契約によらざ

るをえないもの）
単価契約



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
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6953
（財）建築コスト管理システム
研究所

平成１７年度ＲＩＢＣ賃貸借

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年04月01日 2,150,400

「営繕積算システムＲＩＢＣ」は、各府省庁の統一基準である「公
共建築工事基準」、「公共建築工事標準歩掛り」、公共建築工
事共通費積算基準」及び「公共建築工事内訳書標準書式」に
基づく積算システムで、特に複合単価においては、毎年行われ
る標準歩掛りの改正及び市場単価の追加に的確に対応してい
る。また、間違いのない確実な計算及び高い機密性を保持する
など、公共建築工事においてその使用に耐えうる性能を有する
唯一の積算システムである。なお、同システムは、国土交通
省、各都道府県及び政令指定都市で構成されている「営繕積
算システム等開発利用協議会」の意向を基に同研究所が開発
したものであり、同研究所がシステムの賃貸借及びサポートに
係る業務履行できる唯一の者である。（会計法第29条の３第４
項）

その他のもの －

6954
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

平成１７年度　ダム貯水池水質
調査・保全検討業務

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年11月17日 14,973,000

本業務は現行の「改訂　ダム貯水池水質調査要領」の部分改
定のための検討を行うものであり、当該「調査要領」に基づき収
集されたデータを解析することが必要である。このためには、各
ダムでの調査結果をデータベース化した水質ＤＢを利用するこ
とが必要不可欠である。ＷＥＣは、当該「調査要領」に基づく調
査結果をデータベース化した唯一のシステムである水質ＤＢを
管理運営しており、全国のダムにおける水質調査の実際の状
況にも通じている。
また、特定の計測技術に偏ることなく水質調査の精度向上の検
討を行う必要があり、中立・公平な立場から実施する必要があ
る。さらに、当該「調査要領」は平成８年１月にＷＥＣによって作
成されたものであり、ＷＥＣはその趣旨・内容を熟知している。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を
有しており、上記の理由から本業務の目的を達成できる唯一の
機関である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入

6955 （財）河川情報センター
平成１７年度　河川情報精度向
上検討業務委託

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年4月1日 33,285,000

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

その他のもの
－（随意契約によらざ

るをえないもの）

6956 （財）河川情報センター
平成１７年度　水文観測品質確
保検討業務委託

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年7月8日 20,055,000

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

－（随意契約によらざ
るをえないもの）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量
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6957 （財）河川情報センター
平成１７年度　四国地方整備局
スタッフ危機管理演習検討業務
委託

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年9月20日 11,970,000

自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理
を行えるようにするためには、シナリオのない状況の中で臨機
の判断等の対処能力を向上させるための訓練が不可欠であ
る。
ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプ
レーヤーに分かれ、コントローラーから付与される状況に応じ
てシナリオを知らされていないプレーヤーがその場で判断し行
動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法
である。
当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について
著作権を有している。また、災害対応について、経験と代替性
のない特定の知識等を有する演習実施組織を擁する唯一の者
である。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

①一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（5,965,000円、平成１
９年度以降一部一般

競争に移行）
②随意契約によらざ

るをえないもの
（6,005,000円）

6958 （財）河川情報センター
平成１７年度　統一河川情報シ
ステム運営支援業務委託

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年12月14日 8,694,000

当該財団は、統一河川情報システムの著作権を有している。ま
た、システムの開発者として、大量の河川情報を提供する統一
河川情報システムについて、代替性のない特定の知識等を有
している。当該財団は統一河川情報システムの定数設定等の
改良ができる唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－（随意契約によらざ

るをえないもの）

6959 （財）河川情報センター
平成１７年度　河川等許認可シ
ステム機能追加検討業務

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成18年2月9日 25,588,500

本業務は、許認可システムを改良、移設するものである。当該
財団は、許認可システムの開発・改良に携わってきた唯一の者
であり、代替性のない特定の知識等を有している。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入

6960 （財）河川情報センター
平成１７年度　河川情報提供業
務

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年4月1日 1,524,600

　本業務は、速く正確な河川情報を入手することが災害対策上
重要となっていることから、河川及びその流域に関する河川情
報について、画像等で的確かつ迅速に提供を受けるものであ
り、本業務の履行にあたっては、管内の雨量・水位等、水文観
測データを迅速かつ、正確に提供する必要がある。
　（財）河川情報センターは、総合的、広域的な危機管理体制
の確立のための「河川流域総合情報システム」を自ら開発、著
作権を有し、地方公共団体等へ全国的に提供を行っており、情
報公開についても行政的視野からの広範な知見を有している。
　以上から、上記法人は業務の目的を確実に履行できる唯一
の法人であり、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２の４第３項）

その他のもの －（Ｈ１７年度限り）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6961 （財）道路新産業開発機構
平成１７年度　ＶＩＣＳシステム更
新検討業務委託

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成18年1月16日 27,300,000

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

その他のもの
－(随意契約によらざ

るをえないもの)

6962 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　ふれあい四国路
アンケート調査業務委託

横田　耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年7月29日 4,893,000

　　本業務の遂行にあたっては、全国での道路ボランティア活
動の実態、四国内におけるボランティア活動内容、また、ボラン
ティア活動団体がどのような問題点を抱えているのかを的確に
把握することが必要とされる。さらに、実態分析においては、道
路ボランティア活動のあり方に対して道路行政に関する観点か
ら検討を行う必要があり、道路の維持管理に関する行政的な
専門知識が必要不可欠である。財団法人道路保全技術セン
ターは、道路保全技術に関する調査研究、開発等に関する事
業を行い、効率的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の
安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的
に設立された公益法人である。当法人は、これまで、道路管理
における市民参画やパートナーシップに関する国内外の事例
収集等に多数携わっており、本業務に必要な技術力を有してい
る。以上により、財団法人道路保全技術センターは、本業務に
おける道路ボランティア活動方策検討において卓抜した知識と
ノウハウを十分に有しており、官・民の両側面から公平・中立に
効果的、効率的な維持管理のあり方について、検討できる唯一
の機関である。よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

公募手続き
を導入

6963 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路管理データ
ベース技術支援業務委託

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年11月30日 46,305,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠。（会計法第２９条
の３第４項）

その他のもの
－（随意契約によらざ

るをえないもの）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6964 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　ＶＳＰに関する評
価検討業務委託

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年12月27日 12,841,500

　本業務の遂行にあたっては、全国での道路ボランティア活動
の実態、四国内におけるボランティア活動内容を的確に把握す
ることが必要とされる。さらに、管理水準の分析においては、今
後の道路ボランティア活動のあり方に対して道路行政に関する
観点から検討を行う必要があり、道路の維持管理に関する行
政的な専門知識が必要不可欠である。財団法人道路保全技術
センターは、道路保全技術に関する調査研究、開発等に関す
る事業を行い、効率的な保全技術の向上を図り、もって道路交
通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを
目的に設立された公益法人である。当法人は、これまでに、国
土交通省九州地方整備局発注の平成１５年度　民間参画の多
様な道路利用・管理の可能性調査を受注し、道路管理におけ
る市民参画やパートナーシップに関する国内外の事例収集等
に多数携わっており、本業務に必要な技術力を有している。以
上により、財団法人道路保全技術センターは、本業務における
道路ボランティア活動方策検討において卓抜した知識とノウハ
ウを十分に有しており、官・民の両側面から公平・中立に効果
的、効率的な維持管理のあり方について、検討できる唯一の機
関である。よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を行うもの
である。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

公募手続き
を導入

6965 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　ＶＳＰ推進方策検
討業務委託

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成18年2月27日 12,526,500

　本業務の遂行にあたっては、全国での道路ボランティア活動
の実態を的確に把握することが必要とされる。さらに、ＶＳＰ活
動継続のための推進方策の検討においては、今後の道路ボラ
ンティア活動のあり方に対して道路行政に関する観点から検討
を行う必要があり、道路の維持管理に関する行政的な専門知
識が必要不可欠である。財団法人道路保全技術センターは、
道路保全技術に関する調査研究、開発等に関する事業を行
い、効率的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と
円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的に設
立された公益法人である。当法人は、これまでに、国土交通省
九州地方整備局発注の平成１５年度　民間参画の多様な道路
利用・管理の可能性調査を受注し、道路管理における市民参
画やパートナーシップに関する国内外の事例収集等に多数携
わっており、本業務に必要な技術力を有している。以上により、
財団法人道路保全技術センターは、本業務における道路ボラ
ンティア活動方策検討において卓抜した知識とノウハウを十分
に保有しており、官・民の両側面から公平・中立に効果的、効
率的な活動推進方策について、検討できる唯一の機関である。
よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号の規定に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6966 （財）日本気象協会
平成１７年度　衛星システム気
象情報提供業務

横田　耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年4月1日 8,799,000

　本業務の実施にあたっては、気象庁との精通があり、気象知
識や予測技術はもちろん、気象情報を２４時間正確かつ迅速に
提供でき、また道路防災に対して必要な情報を提供できる体制
が必要である。　（財）日本気象協会四国支店は、気象庁の外
郭団体であり昭和２５年以来、気象知識の啓蒙・普及を始めと
する気象庁の補完的事業のみならず、特定の情報ニーズに対
する予報技術の研究開発を一貫して進めてきており、気象に関
する事業の発展をはかりもって公共の福祉に寄与することを目
的として設立された機関である。又、信頼度の高い気象情報シ
ステムを完備し、他機関及び一般への情報提供サービスの出
来るシステム及び機器を整備しており、情報提供についても行
政的視野からの広範で高度な知識と豊富な経験を有している
ことから、当業務を遂行できる唯一の機関である。よって、会計
法第２９条の３第４項の規定を適用し、上記法人と随意契約を
締結するものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（平
成１８年度契約では
随契で実施し、１９年
度以降、一般競争に

移行）

6967
（財）日本デジタル道路地図
協会

平成１７年度　デジタル道路地図
データベース更新業務

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年12月21日 26,460,000

「デジタル道路地図データベース」は、官民の取り決めに基づき
双方の負担により作成・更新されており、その著作権を有して
いる唯一の財団であるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－（随意契約によらざ

るをえないもの）

6968 （財）道路保全技術センター
第２回道路防災のあり方に関す
る検討会資料整理

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年10月7日 6,720,000

　　本業務の履行にあたっては、道路防災全般にわたり高度で
多岐にわたる知識と豊富な経験が求められるとともに、四国内
における事前通行規制の現状を十分に熟知していることが不
可欠である。さらに、第１回道路防災のあり方検討会の結果を
踏まえた説明資料の作成及び通行規制マニュアルの改訂作業
が必要とされる。（財）道路保全技術センターは、道路保全技術
に関する総合的な調査研究、新技術の開発と普及促進等を行
う機関であり、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、
もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上に
寄与することを目的に設立された公益法人である。当法人は、
第１回道路防災のあり方検討会に携わっているとともに、これ
まで事前通行規制に関する規制基準等の検討業務（Ｈ１３、Ｈ１
４、Ｈ１５、Ｈ１６事前通行規制区間における規制基準検討業務
委託）に携わり、四国地域の気象、道路災害、通行規制状況及
び道路防災に関し、適正かつ効率的に整理、分析するための
防災対策状況を蓄積した管理システム及びデータを保有して
いる。以上により（財）道路保全技術センターは道路保全に関
する総合的な調査研究を行うなど道路管理及び道路行政全般
に精通しているとともに、事前通行規制に関する内容を熟知し
ており、業務の履行に不可欠な専門的な知識を有する唯一の
機関である。よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6969 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路防災保全検
討業務委託

横田　耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年7月7日 9,954,000

　本業務の履行にあたっては、道路防災全般にわたり高度で多
岐にわたる知識と豊富な経験が求められる。特に道路防災ドク
ター現地視察の運営・資料作成等は、四国地域の急峻な地形
と脆弱な地質の加え、厳しい気象条件などの特性を十分熟知
し、道路防災に関する体系的かつ的確な判断が必要とされる。
（財）道路保全センターは、道路保全技術に関する総合的な調
査研究、新技術の開発と普及促進等を行う機関であり、効率的
かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全
と円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的に設
立された公益法人である。当法人は、平成４年度から平成１６
年度まで道路防災保全業務に携わり、防災対策の企
画立案を継続的に実施してきており道路防災についての専門
的かつ高度な技術力を有している。以上より、（財）道路保全セ
ンターは、他の業者では持ち得ない本業務の履行に必要な四
国地域の気象・災害等の豊富なデータベースを保有しており、
本業務を遂行できる唯一の機関である。よって会計法２９条の
３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号によ
り、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

公募手続き
を導入

6970 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路防災関連
データ整備活用検討業務委託

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年11月17日 9,765,000

　本業務の履行にあたっては、道路防災全般にわたり高度で多
岐にわたる知識と豊富な経験が求められる。特に、四国地域の
急峻な地形と脆弱な地形に加え、厳しい気象条件などの特性
を十分に熟知し、道路防災に関する体系的かつ的確な判断が
必要とされる。また、防災カルテのデータベース化に際しては、
「防災カルテＤＢ活用システム」を活用することが必要不可欠で
あり、かつ十分な知識を有していることが求められる。（財）道
路保全技術センターは、道路保全技術に関する総合的な調査
研究、新技術の開発と普及促進等を行う機関であり、効率的か
つ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と
円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的に設
立された公益法人である。当法人は、平成４年度から平成１６
年度まで道路防災保全業務に携わり、防災対策の企画立案を
継続的に実施している。また、「防災カルテＤＢ活用システム」
の開発にも携わっており、同システムの著作権を有している。
以上より、（財）道路保全技術センターは、他の業者では持ち得
ない本業務に必要な四
国地域の気象・災害等の豊富なデータベースを保有していると
ともに、「防災カルテＤＢ活用システム」の内容を熟知し活用で
きる唯一の機関である。よって会計法２９条の３第４項及び、予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行う
ものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6971 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　「道の駅」整備方
針検討業務委託

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年11月15日 7,518,000

　本業務の履行にあたっては、（１）道路利用者に対して提供し
ている国及び各県の規制情報（災害、事前通行規制、工事等）
に精通していること、（２）通行止めに際しての迂回路情報等の
総合的な提供を行うため、道路交通の安全の確保及び円滑化
に関する豊富な経験と知識を有すること、（３）道の駅の活用実
態を把握し、管理・運営に関する知識を有していることが求めら
れる。（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関す
る調査研究、開発等に関する事業を行い、効率的かつ合理的
な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に
貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的に平成２年に設
立された公益法人である。当方人は、（１）四国ブロック道路情
報管理センターにおける道路情報提供装置のシステム検討業
務に携わり、的確な道路情報提供の有用性と情報提供システ
ムに精通しているとともに、（２）直轄国道の事前通行規制区間
１２箇所について規制基準の緩和について調査研究を行う等、
道路交通の安全の確保及び円滑化に関する豊富な経験と知
識を有している。（３）また、「道の駅」連絡会の事務局として活
動し、情報発信拠点となる「道の駅」の運営上の課題等も把握
している。従って、本業務に必要な知識及び経験を有している。
よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

公募手続き
を導入

6972
（財）交通事故総合分析セン
ター

平成１７年度　交通事故統合
データベース分析検討業務委託

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年12月5日 15,435,000

（財）交通事故総合分析センターは、道路交通法により全国に
一に限って認められる「交通事故調査分析センター」に指定さ
れており、交通事故統計データ（警察庁所管）、センサスデータ
と統合した交通事故統合データベースなど交通事故に関する
データベースを適正に保有し、これらに基づき調査分析するこ
とのできる我が国で唯一の団体であるため。（会計法第２９条
の３第４項） その他のもの

－（随意契約によらざ
るをえないもの）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6973 （財）交通統計研究所

平成17年度　道路交通センサス
ＯＤ調査営業用車関連作業（営
業用車オーナーインタビューＯＤ
調査一式）

横田　耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成17年8月22日 9,649,600

　本作業におけるＯＤ調査で取り扱う情報については、企業秘
密に属する情報であることから、公平・中立的かつ非営利的立
場での調査を行わなければならない。　また、交通運輸に関す
る業務知識、各種運輸関係報告帳票に関する知識、バス、タク
シー、トラック等の業界知識に精通していることはもとより、大
量の車両データを扱うことから交通統計調査に関する処理納
涼を充分に有していることが必要である。　(財)交通統計研究
所は、交通統計の理論及び方法の研究並びに調査作成を行
い、交通統計の改善発達及び普及を図って交通事業の発展に
貢献することを目的に設立された公益法人である。当法人は、
統計・調査の総合的なデータセンターとしての経験を生かして
各種旅客調査、意識調査の調査業務等を行っており、また、バ
ス・タクシー・トラック等の業界知識に精通し、交通統計・分析
データに関する書籍を数多く発刊していることから本業務を遂
行するための専門的な知識及び各種データを有している。
尚、当法人は、４０年以上にわたり交通統計に関する情報の収
集・整備の他、交通統計調査の実施及び分析等を行っており、
処理能力を充分に有し、昭和３７年には運輸省の許可により設
立された高度な情報セキュリティの確保ができる体制を有した
財団である。以上により、(財)交通統計研究所は、営業用車情
報に関する知識、処理能力、設備、システム、又はデータ等を
保有し、且つ高度な情報セキュリティ体制が整っており、本作
業を遂行できる唯一の機関である。　よって会計法２９条の３第
４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随
意契約を行うものである。

問題があるもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

6974
（社）全国軽自動車協会連合
会

平成17年度　道路交通センサス
ＯＤ調査軽自動車抽出作業（調
査軽車両抽出一式）

横田　耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成17年8月23日 1,270,500

　本作業では、ＯＤ調査で取り扱う情報（自動車登録番号、登録
年次、自動車の種別、使用の本処、使用の本処の位置、使用
者の氏名または名称、使用者の住所等）は個人情報・企業機
密に属する情報であり、情報セキュティの確保ができる機関で
あることが求められる。(社)全国軽自動車協会連合会は、我が
国のモータリゼーションの健全な発達に寄与するとともに公共
の福祉を増進することを目的に設立された公益法人である。当
法人は、軽自動車に係わる全国の検査・届出個別情報や防犯
情報、各種統計・調査資料など、公共の増進に資する作業とし
て、警察庁や関係省庁等の機関に提供することで国の行う行
政に貢献し、高度な情報セキュリティの確保ができる体制を有
している。以上より、(社)全国軽自動車協会連合会は、軽自動
車登録情報に関する特殊技術、機器、設備システム、又は
データ等を保有し、且つ高度な情報セキュリティ体制が整って
おり、本作業を遂行できる唯一の機関である。よって会計法２９
条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、随意契約を行うものである。

問題があるもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6975 （財）自動車検査登録協力会
平成17年度　道路交通センサス
ＯＤ調査登録自動車抽出作業
(調査車両抽出一式）

横田　耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成17年8月22日 1,333,500

　本作業では、ＯＤ調査で取り扱う情報（自動車登録番号、登録
年次、自動車の種別、使用の本拠、使用の本処の位置、使用
者の氏名または名称、使用者の住所等）は個人情報・企業秘
密に属するものであり、情報セキュリティの確保ができる機関で
あることが求められる。(財)自動車検査登録協力会は、国が実
施する自動車検査登録行政の円滑な遂行に協力することによ
り公共の福祉を増進することを目的に設立された公益法人であ
る。当法人は、自動車に関する安全対策、環境対策、防犯及び
自動車税の課税など、公共の増進に資する資料として、国土交
通省が提供を承認した自動車登録情報を自検協システムに
よって電子データの形式に編集処理し、日本自動車工業会、日
本自動車輸入組合、警察庁、地方自治情報センター等の関係
機関に提供しており、高度な情報セキュリティの確保ができる
体制を有している。以上により、(財)自動車検査登録協力会
は、自動車登録情報に関する特殊技術、機器、設備、システ
ム、又はデータ等を保有し、且つ高度な情報セキュリティ体制
が整っており、本作業を遂行できる唯一の機関である。よって
会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により、随意契約を行うものである。

問題があるもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

6976 （社）日本建設機械化協会

平成１７年度　入札契約検討業
務委託　　　　　（トンネル工事等
関係技術提案総合評価方式の
検討一式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年9月5日 6,982,500

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者
を選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助
するものであり、仮に技術提案審査に関する情報が漏洩した場
合には、適正な競争が阻害され、国の損害に直結する。このた
め、本来は法律上の守秘義務がかかった公務員（国土交通省
職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門的
な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公
益法人に履行させる必要がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

公募手続き
を導入

6977 （財）海洋架橋・橋梁調査会

平成１７年度　入札契約検討（そ
の２）業務委託
（橋梁上部工事関係技術提案総
合評価方式の検討一式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年9月7日 11,109,000

本業務の遂行にあたっては、橋梁工事の調査、設計、施工に
関する豊富な経験と高度な専門知識が必要である。また、入札
契約方式に係る技術資料の評価及びこれに関する基礎的資
料の収集整理等を行う業務であることから、特に公平性・中立
性が求められる。財団法人　海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架
橋その他の橋梁に関する技術、経済、環境その他の問題につ
いての調査研究、知識の普及等を行い橋梁事業の円滑な発展
を図ることによって国民経済の発達と国民生活の向上に寄与
することを目的として設立された公益法人である。当法人は、こ
れまで橋梁の性能の評価、審査、検査に関する調査、研究及
び開発、研修会、講習会等の実施、技術の指導その他の人材
育成等を実施してきており、橋梁に関する調査、設計、施工に
関して豊富な経験と高度な専門知識を有している。また、本業
務に必要不可欠な橋梁に関する設計、施工法等に関する調
査、研究及び開発に関して国土交通大臣の認可を受けた公益
法人であり、国・県等から委託を受け、橋梁の性能の評価、審
査、検査に関する調査を行う等、業務遂行に必要な公平性、中
立性を有している。以上のことから、上記法人は本業務を確実
に遂行できる唯一の機関である。よって、会計法２９条の３第４
項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意
契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6978 （財）道路保全技術センター

平成１７年度　舗装の新たな性
能指標に関する調査検討業務
委託
（舗装の新たな性能規定の検討
一式）

横田　耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成17年8月18日 7,350,000

　本業務の遂行にあたっては、舗装工事における性能規定や
総合評価落札方式の目的、制度等に熟知し、かつ舗装技術全
般にわたり高度な知識と総合的な技術力を有するとともに、性
能評価委員会等において審議内容等について詳細に熟知して
いる必要がある。　また、性能評価結果が舗装工事の修補や
罰則等の対象となることから、特に公正・中立性が求められて
いるところである。　財団法人道路保全技術センターは、「道路
保全の技術に関する調査研究、開発等に関する事業を行い、
効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通
の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与すること」を
目的として設立された公益法人である。当法人は、これまで舗
装道路の効率的、計画的な維持管理を実現するための舗装管
理支援システムの開発や舗装技術に関する審査・証明・資格
認定事業を実施しており、舗装技術全般にわたり高度な知識と
総合的な技術力を有するとともに委員会の開催・運営につい
て、公正・中立の立場に立った多数の業務実績を有している。
又、「性能規定発注方式に関する性能評価の実施要領（案）」
平成１１年６月２９日）によれば、公的な機関として、（１）定款ま
たは寄付行為により「性能評価機関」としての業務遂行に足る
機関と判断さ
　　　れること。（２）性能評価に関する技術の調査、研究に関す
る実績があること。（３）建設技術の技術審査・証明、品質管理
審査等の審査証明事業の実績があること。
（４）性能評価に関する技術について豊富な経験者を複数有し
ていること。とされており、平成１１年１１月２９日に四国地方整
備局長から「性能規定発注方式に関わる性能評価審査機関に
ついて」の指定がなされている機関でもある。以上により、当法
人は本業務の遂行に必要な技術力等を有しており、本業務を
遂行できる唯一の機関である。　よって会計法２９条の３第４項
及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、
財団法人道路保全技術センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6979 （財）国土技術研究センター
平成17年度
四国の交流連携促進検討業務
委託

横田　耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年8月31日 24,400,000

　本業務の実施に当たっては、四国地方におけるこれまでの道
路施策やそれに伴う社会経済状況の変化に精通しているととも
に、日本の国土形成の観点から、現在の四国の課題に適合し
た、美しい四国づくりを見据えた総合交通計画体系並びにそれ
に伴う道路施策を立案することのできる総合的かつ高度な知
識や経験が求められる。

　財団法人国土技術研究センターは、 わが国における建設技
術発展の支柱となり、国と社会が要請する社会資本整備や計
画策定に関する調査研究を総合的、かつ、効果的に行うととも
に、新しい技術の活用と普及を行うことにより、国民福祉の向
上に寄与することを目的として設立された公益法人である。

　当法人は、平成１２年度まで、本四三架橋による交流拡大に
関する効果や交流連携を促進する様々な取り組みに関する調
査分析を実施しており、四国地方におけるこれまでの道路施策
やそれに伴う社会経済状況の変化に精通している。
　また、平成１６年度までに本省にて幹線道路の整備方策に関
する業務や、「コミュニケーション型道路行政に関する検討業
務」、「有料道路制度に関する調査業務」といった今後の道路
行政の進め方や政策に関する業務を実施している。
　以上により、（財）国土技術研究センターは、道路政策の推進
やアカウンタビリティ向上方策等について幅広い知識と多くの
実績があり、学識経験者等による委員会を運営しつつ、公平な
評価、選定、資料作成における関係業者のコーディネート等を
図り、日本の国土形成の観点から、これからの国土計画を見
据えた総合交通計画体系並びにそれに伴う道路施策を立案す
ることのできる唯一の機関である。

　以上から、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第３号に基づき、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

6980 （株）武揚堂 事業概要及び管内図
横田　耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年8月11日 4,882,500

今回の作成内容においては、平成１６年度に上記事業者によっ
て作成された基図を修正する必要はない。同事業概要の基図
は株式会社武揚堂がその著作権を保有しており、著作権法第
１０条１項６号により保護される。
  　また、（株）武揚堂は同種の業務に多数の実績があり、本業
務の実施に必要な技術及び豊富な経験を有している。
  　よって、同事業者が本業務を確実に遂行できる唯一の業者
であり、会計法第２９条の３第４項並びに予決令第１０２条の４
第３号に基づき、上記業者と随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの（平成１８
年度から直ちに一般

競争に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6981 （社）公共建築協会
平成17年度　高松シビックコア地
区環境等調査業務委託（一式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年12月27日 2,730,000

本業務の履行にあたっては、平成5年度から継続的に実施され
てきた高松ｼﾋﾞｯｸｺｱ地区整備に関する業務と密接な関連があ
り、その内容に熟知していることが不可欠であるとともに、公共
建築全般に精通・熟知し、まちづくり等における調査、研究等の
豊富な経験と知識が求められる。（社）公共建築協会は、国及
び地方公共団体等の公共建築物の建築等事業の合理化と能
率化に寄与することを目的として、設立された公益法人であ
る。当法人は、先に述べた平成５年度から継続的に実施されて
きた高松ｼﾋﾞｯｸｺｱ地区整備に関する業務を一貫して行ってお
り、全国各地のまちづくり整備に参画するなど、本業務の履行
に必要不可欠なまちづくりにおける豊富な経験と知識を有し、
また公共建築に関する企画・調査・研究に豊富な経験を持ち、
公共建築全般に精通しているとともに中立かつ公平性を有する
者である。以上により、（社）公共建築協会は継続的に実施され
た本業務に関する豊富な資料データを蓄積し、かつまちづくりと
公共建築に関する企画・調査・研究に豊富な経験と知識を保有
するとともに、公共建築全般に対して中立かつ公平性を持つ本
業務を遂行できる唯一の機関である。よって会計法２９条の３
第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、
随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

「公募手続き
を導入」

6982 （財）建築保全センター
平成17年度　設備改修性能評価
検討業務委託（一式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
32

平成17年7月28日 3,570,000

本業務は、平成１６年度設備改修性能評価検討業務委託で収
集・検証したデータと、今年度収集するデータを合わせて総合
的に判断・検証を行う必要があり、平成１６年度設備改修性能
評価検討業務委託と密接不可分の関係にある。（財）建築保全
センターは、国、地方公共団体等の建築物等の保全に関する
総合的な調査研究及び技術開発を行うことにより、地球環境の
保護、建築物等のストックの有効活用等社会的要請に対応し
た建築物等の適正な保全の方法を確立し、その成果を広く国
民に普及し、国民生活環境の向上並びに国家経済の発展に寄
与する事を目的に設立された。（財）財団法人建築保全セン
ターは、本業務の基となる「官庁施設の環境配慮診断・改修計
画指針」の編集・発行を行い、その内容を熟知し、解説及び対
応計算ソフトを企画・編集しており、様々な官公庁施設の保全
診断等の業務を実施し、十分な知識と豊富な経験を有してい
る。（財）建築保全センターは、平成１６年度設備改修性能評価
検討業務委託を行い、業務内容を熟知し、データ収集・分析・
検証等についても精通しており、的確かつ効率的な業務遂行を
行うことが出来る。また、平成１６年度設備改修性能評価検討
業務委託で収集・検証したデータと、今年度収集するデータを
合わせて総合的に判断・検証を行う意味からも、本業務を確実
に遂行できる唯一の団体である。よって会計法２９条の３第４項
及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契
約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

「公募手続き
を導入」



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6983 （財）日本気象協会
平成17年度　衛星システム気象
情報提供業務

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島県徳島市上吉野町３－３５

平成17年4月1日 4,504,500

本業務の実施にあたっては、気象情報を２４時間、正確かつ迅
速に提供でき、かつ、道路防災に対し必要な情報内容を提供で
きる体制が必要である。（財）日本気象協会は、気象情報の収
集、処理、加工及び調査研究、技術開発を行っており、これら
に関する高度な知識と豊富な経験を有している。
また、信頼度の高い気象情報システムを完備し、他機関及び
一般への情報提供サービスのできるシステム及び機器を整備
しており、情報提供についても行政的視野からの広範な知識を
有していることから、当業務を遂行できる唯一の機関である。
　これらの用件から、本業務の目的を確実に達成できる上記法
人を も適正と判断し、会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号の規定により随意契約を締結する。

問題があるもの

平成１９年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

6984 （財）河川情報センター
平成17年度　河川情報提供業務
（一式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島県徳島市上吉野町３－３５

平成17年04月01日 4,227,300

　本業務の履行にあたっては、四国地方整備局管内の雨量・水
位等、水文観測データを迅速かつ正確に提供する必要があ
る。（財）河川情報センターは、河川及びその流域に関する情
報の収集、処理・加工、解析、保管及び提供に関する調査研究
及び技術開発を行うことにより、その成果を広く国、地方公共団
体、その他の防災関係機関及び国民社会に提供し、河川の適
正な管理及び利用の増進に資することを目的として、昭和６０
年に設立された財団法人である。当法人は、総合的、広域的な
危機管理体制の確立のための「河川流域総合情報システム」
を自ら開発し、地方公共団体等へ全国的に提供を行っており、
情報公開についても行政的視野からの広範な知見を有してい
ることから、当業務を遂行できる唯一の機関である。また、「河
川流域総合情報システム」の著作権を保有している。　以上か
ら、上記法人は業務の目的を確実に履行できる唯一の法人で
あり、会計法第２９条の３第４号並びに予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を行うものである。

その他のもの －（Ｈ１７年度限り）

6985 （財）河川情報センター
平成１７年度　浸水想定区域図
動画作成業務委託（一式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島県徳島市上吉野町３－３５

平成17年5月9日 8,610,000

本業務は、動く浸水想定区域ビューワの作成を行うものであ
る。当該財団は、動く浸水想定区域ビューワについて、開発者
として、代替性のない特定の知識等を有している唯一の者であ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入

6986 （株）武揚堂
平成17年度　管内事業概要図作
成（一式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島県徳島市上吉野町３－３５

平成17年5月12日 2,152,500

事業概要に使用されている地形図について著作権を保有して
いるため（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２の４第
３項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの（平成１８
年度から直ちに一般

競争に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6987 （財）道路保全技術センター
平成17年度　道路施設情報管理
支援業務委託

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島県徳島市上吉野町３－３５

平成17年6月16日 43,680,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠。（会計法第２９条
の３第４項） 18年度以降におい

て当該事務・事業
の委託等を行わな
いもの

－

6988
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度　吉野川外来植物
対策検討業務委託（一式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島県徳島市上吉野町３－３５

平成17年6月20日 20,790,000

本業務は、吉野川の外来種対策を通じて自然再生を図る河道
計画の策定を行うものである。検討にあたっては、多くの知識と
高度な技術力が必要であるとともに、特に河川の重要種（絶滅
危惧種）の生育特性を十分把握した上で、その生息場の保全
を図り、外来植物等の扱い方針を定める必要があるが、外来
種に対する幅広い情報を有しているのは今まで全国的な外来
種対策を取りまとめてきた当法人が唯一である。また、検討に
あたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの
条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入

6989 （財）河川環境管理財団
平成１７年度　吉野川河川学習
支援方策検討業務委託

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島県徳島市上吉野町３－３５

平成17年9月16日 9,240,000

　本業務の履行にあたっては、全国の河川学習に関する豊富
な知識と、情報収集・提供等に関する総合的な情報を有し、ま
た、川に関する学識経験者や関係機関との連絡調整能力が要
求される。　財団法人河川環境管理財団は、河川環境の保全、
整備及び総合的な調査研究並びに河川、ダム等に関する調
査・試験・研究に対する助成等を行い、もって国民の生活環境
の向上に寄与することを目的として設立された公益法人であ
る。　当法人は、発足以来、河川環境等に関する豊富な知識を
活かして、河川環境教育の推進、河川愛護思想の普及・啓蒙
等を行うなど、地域の自然と水文化に根ざした川づくり、地域に
親しまれる川づくりを実践している。　また、当法人は、子供達
の自然離れが進む中、水辺に子供の賑わいを復活し、次世代
を担う子どもの水辺に関する情報の収集・提供や川の指導者
などの人材情報の提供を全国を対象に行う唯一の組織「子ども
の水辺サポ－トセンタ－」の運営を行っており、本業務に必要と
される要件を満足させる唯一の機関である。　以上から、会計
法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号にに基づき、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの

（H19年度以降総合
評価による一般競争

に移行）

6990 （財）日本気象協会 平成17年度　路面凍結予測業務

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島県徳島市上吉野町３－３５

平成17年12月16日 4,305,000
本業務は、プロポーザル方式により業者を特定した。
よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの（平成１８
年度から直ちに一般

競争に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6991 （財）道路新産業開発機構
平成１７年度吉野川ＳＡスマートＩ
Ｃ検討業務委託（一式）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島県徳島市上吉野町３－３５

平成18年1月18日 29,925,000

　本業務の履行にあたっては、ＥＴＣ車輌及びカード未挿入の
判別を行う必要があり、誤進入対策支援システムの検討にあ
たっては、ＥＴＣシステムに関する豊富な知識と経験が求められ
る。また、吉野川ＳＡスマートＩＣにおける、交通処理上の課題を
熟知している必要がある。
　（財）道路新産業開発機構は、道路に関連する新しい産業分
野について調査研究を行うとともにその開発プログラムを策定
すること等により、道路機能の健全な発展と道路整備の拡充に
貢献し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与するこ
とを目的に昭和５９年に設立された公益法人である。
　当法人は、平成６年度よりＥＴＣシステムの開発推進に関する
検討を始め、平成８年度には技術検討を行っている。また、吉
野川ＳＡスマートＩＣの社会実験においても、開発に関する技術
検討を行っている。
　ＥＴＣシステムの構築に関する豊富な知識と経験を有し、ま
た、吉野川ＳＡスートＩＣ社会実験に当初より参加し、交通処理
上の課題を熟知している（財）道路新産業開発機構は、本業務
の目的を確実に履行できる唯一の法人である。
　よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

問題があるもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

6992 （株）四電技術コンサルタント
平成１７年度　那賀川流域広報
業務委託

大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事
務所
徳島県阿南市領家町室ノ内３９

平成17年5月12日 27,715,000

・プロポーザル方式による特定（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２の４第３項）

その他のもの
－

(業務内容より企画競
争とする)

発注済み

6993 （株）四電技術コンサルタント
平成１７年度　那賀川洪水解析
検討業務委託

大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事
務所
徳島県阿南市領家町室ノ内３９

平成17年6月13日 66,465,000

・プロポーザル方式による特定（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２の４第３項） 見直しの余地があ

るもの

一般競争入札等に移
行したもの

(平成１９年度以降一
般競争入札に移行)

発注済み

6994 （財）河川情報センター
平成１７年度　那賀川河川情報
高度化検討業務委託

大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事
務所
徳島県阿南市領家町室ノ内３９
０

平成17年10月31日 5,428,500

本業務の履行にあたっては、河川全般にわたる情報について
熟知していることや、四国地方整備局行政WAN等のシステム
の内容及び特性について、専門的な知識、豊富な経験及び卓
越した技術力を有していることが不可欠である。（財）河川情報
センターは、河川・流域に関する情報の収集、処理・加工、解
析、保管及び提供に関する調査研究及び技術開発を行うこと
により、情報管理及び情報提供の手法を確立し、その成果を広
く国、地方公共団体その他防災関係機関及び国民社会に提供
するとともに、その活用の促進を図り、もって水災害による被害
の軽減及び危機管理並びに河川の適正な管理及び利用の増
進に資することを目的に設立された法人である。当法人は、
「河川ＧＩＳ・アプリケーション標準インターフェース作成協議会」
事務局として、より効率的かつ効果的な河川データ情報の相互
流通を実現させる方策として、河川に関するＧＩＳ等アプリケー
ションプログラムをインターネット／イントラネット環境で相互利
用するための標準インターフェースを定め、分散ネットワーク環
境下での様々なデータや機能を相互に有効活用するための仕
組み作りを行っているなど、本業務を実施するにあたり必要な
専門的な知識や経験を有している。以上から、上記法人は本
業務の目的を確実に履行できる唯一の法人であり、会計法２９
条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
基づき、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6995 （財）日本気象協会
平成17年度衛星システム気象情
報外提供業務（気象情報提供外
一式）

長井 隆幸
四国地方整備局四国山地砂防
事務所
徳島県三好市井川町西井川68
番地の1

平成17年4月1日 2,236,500

様々な気象条件が要因となって発生する災害においては、そ
の情報を的確かつ迅速に入手することが災害対策上、大変重
要となってくる。（財）日本気象協会は、気象情報の収集、処
理、加工及び調査研究、技術開発を行っており、これらに関す
る高度な知識と豊富な経験を有している。また、信用度の高い
気象情報システムを完備するとともに、他機関及び一般への情
報提供サービスのできるシステム及び機器を有しており、情報
提供についても行政的視野からの広範な知識を有していること
から、本業務を遂行できる唯一の機関である。よって本件の契
約締結に関しては、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会
計令第102条の4第3号の規定により、上記法人と随意契約を
行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

(平成１９年度以降一
般競争入札に移行)

発注済み

6996 （財）河川情報センター
平成17年度河川情報提供業務
（情報提供端末：ソフト提供型方
式　　　６台）

長井 隆幸
四国地方整備局四国山地砂防
事務所
徳島県三好市井川町西井川68
番地の1

平成17年4月1日 3,780,000

本業務の履行にあたっては、四国地方整備局管内の雨量・水
位等、水文観測データを迅速かつ、正確に提供する必要があ
る。（財）河川情報センターは、河川及びその流域に関する情
報の収集、処理・加工、解析、保管及び提供に関する調査研究
及び技術開発を行うことにより、その成果を広く国、地方公共団
体、その他の防災関係機関及び国民社会に提供し、河川の適
正な管理及び利用の増進に資することを目的として、昭和60年
に設立された財団法人である。当法人は、総合的、広域的な危
機管理体制の確立のための「河川流域総合情報システム」を
自ら開発し、地方公共団体等へ全国的に提供を行っており、情
報公開についても行政的視野からの広範な知見を有している
ことから、当業務を遂行できる唯一の機関である。また、「河川
流域総合情報システム」の著作権を保有している。以上から、
上記法人は業務の目的を確実に遂行できる唯一の法人であ
り、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定に基づき随意契約をおこなうものである。

その他のもの －（Ｈ１７年度限り）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6997
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

平成１７年度　吉野川・重信川流
域基本土砂量等検討業務委託

長井 隆幸
四国地方整備局四国山地砂防
事務所
徳島県三好市井川町西井川68
番地の1

平成17年10月27日 32,025,000

本業務は、吉野川・重信川流域において新たな観点による砂
防計画樹立に向けた基礎検討として、数値シミュレーションなど
を活用し、効果的な土砂処理方針の策定や総合土砂管理にも
利用できる基本土砂量の検討を行うものであり、砂防基本計画
の根幹となる部分の検討を行うものである。
本業務の遂行にあたっては、吉野川・重信川における土砂災
害を防止するために、一時性の豪雨だけでなく中～長期的な
降雨による土砂移動特性の量的な把握や、河床変動計算によ
る効果的な位置での対策工配置とその効果確認など、精度の
高い予測手法が必要となる。
当該機関は、「砂防基本計画策定マニュアル(案)」の策定に携
わり、土砂移動実態を把握するための手法に関する研究、流
砂系における土砂管理システムに関する研究など土砂移動に
関する自主的研究を実施しているほか、砂防基本計画立案に
関わる全ての業務に携わっており、高度な知識、景観を有して
いる。また、当該機関は、土砂災害に関するデータベースを保
有しており、このデータベースの活用が本業務の遂行に必要不
可欠である。さらに、これらの検討を行うのに不可欠な、再現性
を有する流水の土砂混入を考慮した「二次元氾濫シミュレー
ションモデル（New-SASS）」（特許出願中）を独自開発してお
り、パラメータや境界条件の設定等、当該プログラムを用いて
数値シミュレーションを行い、その結果を砂防基本計画の立案
に反映する技術を有している。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行
う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入

6998
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

平成１７年度　吉野川上流域斜
面対策検討業務委託

長井 隆幸
四国地方整備局四国山地砂防
事務所
徳島県三好市井川町西井川68
番地の1

平成18年1月28日 25,095,000

本業務は、吉野川上流の井尻地区、下中切地区、小南川地区
において地すべり斜面安定化計画の樹立に向けた基礎検討と
して、数値シミュレーションなどを活用し、降雨に対する斜面の
安定度を評価する。更に、効果的な対策方針を検討し、必要な
施設配置計画を策定すると共に、事業効果について検討する
ものである。
本業務にあたっては、大規模で複雑な地すべり機構を持つ複
雑な地すべりに関する総合的な解析の専門的能力が必要であ
り、地すべり土塊滑動に関する氾濫解析を用いた被害想定が
必要である。
当該機関は、全国全ての直轄地すべり対策事業の地すべり基
本計画立案、地すべり機構解析や対策工効果に関わる業務に
携わっており、地すべりに関する豊富なデータベースを有し、基
本計画立案にそのデータベースの活用が必要不可欠である等
高度な知識、経験を有する。また、本業務を行うのに不可欠と
なる「２次元氾濫解析シミュレーションプログラム(New-SASS)」
（特許出願中）を独自に開発しておりパラメータや境界条件の
設定等、当該プログラムを用いて数値解析のできる技術を有す
る機関であり、対象とする現象の再現性に関する高度で専門
的な知識・技術力を有するとともに、行政的な中立性・公平性を
有する。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行
う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

6999
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

平成１７年度　総合的砂防管理
方策検討業務委託

長井 隆幸
四国地方整備局四国山地砂防
事務所
徳島県三好市井川町西井川68
番地の1

平成17年11月22日 59,535,000

当該業務は、大規模土砂災害時に事務所（当該業務発注者）
が具体的に執るべき行動をとりまとめた手引き書を作成するも
のである。当該業務を実施するに当たっては、当該機関が著作
権を有する「大規模な天然ダムの形成・決壊を対象とした異常
土砂災害対応マニュアル（案）」（登録番号：第30980号の1）を
当該事務所管内の状況に応じて修正するとともに、当該機関
の有する関連論文を砂防学会紙等に投稿し当該機関技術者
が書籍「天然ダムと災害」を執筆するなど、土砂災害に対する
危機管理に関する代替性のない知識及び中立性・公平性が必
要である。当該機関は上記能力を有する唯一の機関であり、随
意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－（随意契約によらざ

るをえないもの）

7000 八千代エンジニアリング（株）
平成１７年度　吉野川流域施設
概略設計業務委託

長井 隆幸
四国地方整備局四国山地砂防
事務所
徳島県三好市井川町西井川68
番地の1

平成17年11月19日 18,270,000

　本業務は、所定の成果を得るために複数年にわたり継続して
業務を実施する旨条件を付し、過年度においてプロポーザル
方式により契約された業務に関する継続業務である。　本業務
の履行にあたっては、本業務と一体不可分である過年度業務
を履行した者に契約の相手方が特定される。よって会計法２９
条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

7001 （独）土木研究所
平成１７年度　南海地震時の土
砂災害対策検討外業務委託

横田　耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目２６
番３２号

平成17年7月7日 29,925,000

・本業務は、大規模地震に起因する砂防施設の被災や崩壊の
発生事例を解析し、地震動特性を考慮した土砂生産量の推定
方法を検討するとともに、効率的な土砂災害警戒避難支援策
を検討するものである。
・当該業務を実施するにあたっては、全国に砂防えん堤に設置
された地震計の観測網により得た、過去の山間地での地震動
に関する代替性のないデータベースや、地震に関する土砂災
害に対する豊富な現場知識、技術が必要不可欠である。
・当該機関は、上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を
行う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

公募手続き
を導入

7002 （独）土木研究所
平成１７年度　光ファイバーセン
サーに関する調査業務委託

横田　耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目２６
番３２号

平成17年6月14日 5,000,000

・本業務は、従来は困難であった明瞭な変状の現れない地す
べり末端の圧縮域などおいて、広範囲での引張・圧縮両方の
変位検知が可能な光ファイバ変位検出センサの改良・開発を
行うものである。
・当該業務を実施するにあたっては、独立行政法人土木研究
所が有する①地すべり計測技術の研究開発能力、②地すべり
の動態観測に関する管理基準値の設定について豊富な経験と
知識、③ 光ファイバ変位検出センサを用いた地すべりなどの
斜面変状の検出装置に係わる技術(特許出願中)の使用及び
改良が必要不可欠である。
・また、本成果は、今後、広く地すべり調査に用いられるもので
あり手法の確立に当たり特定の社に偏らない公平性・中立性
の確保が必要である。さらに得られた新たな知見を技術基準へ
反映させる必要があるが、技術基準の改定の際には特定の企
業が持つ技術を求める可能性もあり、秘匿性の高い情報を扱う
ことが求められる。
・以上より、当該業務は上記機関を除きできるものがないため、
随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－(随意契約によらざ

るを得ないもの)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7003 （財）河川情報センター
平成１７年度河川情報提供業務
雨量、水位、ダム等の情報

森山敏雄
四国地方整備局香川河川国道
事務所
香川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 1,707,300

本業務の履行にあたっては、四国地方整備局管内の雨量・水
位等、水文観測データを迅速かつ正確に提供する必要があ
る。(財)河川情報センターは、河川及びその流域に関する情報
の収集、処理・加工、解析、保管及び提供に関する調査研究及
び技術開発を行うことにより、その成果を広く国、地方公共団
体、その他の防災関係機関及び国民社会に提供し、河川の適
正な管理及び利用の増進に資することを目的として、昭和６０
年に設立された財団法人である。当法人は、総合的、広域的な
危機管理体制の確立のための「河川流域総合情報システム」
を自ら開発し、地方公共団体等へ全国的に提供を行っており、
情報公開についても行政的視野からの広範な知見を有してい
ることから、当業務を遂行できる唯一の機関である。また、「河
川流域総合情報システム」の著作権を保有している。以上のこ
とから、上記法人は業務の目的を確実に履行できる唯一の法
人であり、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び予決令
１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を行うものである。

その他のもの －（Ｈ１７年度限り）

7004 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路施設情報管
理支援業務委託
（１式）

森山敏雄
四国地方整備局香川河川国道
事務所
香川県高松市高松町２４２２－１

平成17年7月4日 50,505,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠。（会計法第２９条
の３第４項）

その他のもの
－（随意契約によらざ

るをえないもの）

7005 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路現況写真
データ監理業務委託　（１式）

森山敏雄
四国地方整備局香川河川国道
事務所
香川県高松市高松町２４２２－１

平成17年10月7日 10,605,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠。（会計法第２９条
の３第４項）

18年度以降におい
て当該事務・事業
の委託等を行わな
いもの

－



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7006 （財）日本気象協会
平成１７年度　衛星システム気
象情報提供業務　（１式）

森山敏雄
四国地方整備局香川河川国道
事務所
香川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 3,275,580

本業務の実施にあたっては、気象情報を２４時間、正確かつ迅
速に提供でき、かつ、道路防災に対し必要な情報内容を提供で
きる体制が必要である。財団法人日本気象協会は、気象情報
の収集、処理、加工及び調査研究、技術開発を行っており、こ
れらに関する高度な知識と豊富な経験をゆうしている。
また、信頼度の高い気象情報システムを完備し、他機関及び
一般へ情報提供サービスの出来るシステム及び機器を整備し
ており、情報提供についても行政的視野からの広範囲な知識
を有していることから、当業務を遂行できる唯一の機関である。
　これらの要件から、本業務の目的を確実に達成できる上記業
者を も適正と判断し、会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

問題があるもの

平成１９年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

7007 （財）先端建設技術センター

平成１７年度 小坂高架橋工事技
術支援業務委託
(設計施工一括発注された小坂
高架橋に採用された技術の妥当
性の検証及び助言)

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７番地２

平成17年9月5日 9,765,000

　本業務の遂行にあたっては、設計施工一括発注方式に基づ
いた技術評価についての高度な知識と豊富な経験を有してい
るとともに、橋梁の設計施工に関する高度な知識と豊富な経験
が必要である。さらに、民間等の先端建設技術に関する幅広い
知識を有している必要がある。
　財団法人先端建設技術センターは、我が国の建設事業に係
わる先端的な技術に関する調査研究、開発及び普及を行う公
益団体であり、国土基盤整備の推進を図り、もって国民生活の
安定と向上に資することを目的としており、これまでに「高架橋
ＰＣ床版施工技術検討業務（平成１４年度）」に携わり、高架橋
の床版施工に関する検討を行うなど、橋梁の設計施工に関す
る高度な知識と豊富な経験を有している。
　また、「平成１６年度　小坂高架橋工事技術評価支援業務」に
携わり、小坂高架橋工事の提案技術について技術評価項目及
び付帯条件の検討を行う等、設計施工一括発注方式に基づい
た技術評価について高度な知識と豊富な経験を有しており、当
該工事の付帯条件についても熟知している。
　さらに、関東地方整備局管内において、「平成１６年度亀泉高
架橋工事技術支援業務」に携わり、設計施工一括発注方式に
より発注された設計、施工法の技術検討の助言、検証、委員会
委員等との連絡調整、委員会の開催等を手がけてきたことな
ど、設計施工一括発注方式の手続きに基づいた技術評価につ
いての高度な知識と豊富な経験を有している。
　以上のことから、上記法人は本業務の目的を確実に履行でき
る唯一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第
１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7008 （財）道路保全技術センター
平成１７年度道路施設情報管理
支援業務委託

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７番地２

平成17年6月28日 45,780,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠。（会計法第２９条
の３第４項）

その他のもの
－（随意契約によらざ

るをえないもの）

7009 （財）日本気象協会
平成１７年度衛星システム気象
情報提供

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７番地２

平成17年4月1日 4,294,500

　本業の実施にあたっては気象情報を２４時間、正確かつ、迅
速に提供できる体制が必要である。
　（財）日本気象協会は、気象情報の収集、処理、加工及び調
査研究、技術開発を行なっており、これらに関する高度な知識
と豊富な経験を有している。
　また信頼度の高い気象情報システムを完備し、他機関及び
一般への情報提供サービスの出来るシステム及び機器を整備
しており、情報提供についても行政的視野からの広範な知識を
有していることから当業務を遂行できる唯一の機関である。
　これらの要件から、本業務の目的を確実に達成できる（財）日
本気象協会を も適正と判断し、会計法第２９条の３第４項及
び予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うものであ
る。

問題があるもの

平成１９年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

7010 （株）四電技術コンサルタント
平成１７年度重信川自然再生測
量設計業務

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７番地２

平成17年7月29日 9,030,000

プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２の４第３項）

その他のもの
－

(業務内容より企画競
争とする)

H17-H18ﾌﾟﾛ
ﾎﾟ
発注済み

7011 （財）河川情報センター
平成１７年度　河川情報提供業
務

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７番地２

平成17年04月01日 1,890,000

本業務にあたっては、四国地方整備局管内の雨量・水位等、水
分観測データを迅速かつ正確に提供する必要がある。　（財）
河川情報センターは河川及びその流域に関する情報の収集、
処理・加工、分析、保管及び提供に関する調査研究及び技術
開発を行うことにより、その成果を広く国、地方公共団体、その
他防災関係機関及び国民社会に提供し、河川の適正な管理及
び利用の増進
に資することを目的として昭和６０年に設立された財団法人で
ある。　当法人は、総合的、広域的な危機管理体制確立のため
「河川流域総合システム」自ら開発し、地方公共団体等へ全国
的に提供しており、情報公開についても行政的視野から広範な
知見を有していることから、当業務を遂行できる唯一の機関で
ある。また、「河川流域総合情報システム」の著作権を保有して
いる。　以上のことから、業務の目的を確実に履行できる唯一
の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

その他のもの －（Ｈ１７年度限り）

7012 （株）四電技術コンサルタント
平成１７年度重信川正常流量検
討業務

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７番地２

平成17年11月11日 14,175,000

プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２の４第３項）

その他のもの
－

(業務内容より企画競
争とする)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7013 （株）四電技術コンサルタント
松原泉環境調査（春季）支援資
料作成

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７番地２

平成17年08月10日 819,000

少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項及び予
決令第９９条の第７号）

問題があるもの

一般競争入札等に移
行したもの

（平成１８年度から直
ちに一般競争入札に

移行）

7014 （株）四電技術コンサルタント
松原泉環境調査（夏季）支援資
料作成

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７番地２

平成17年07月11日 882,000

少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項及び予
決令第９９条の第７号）

問題があるもの

一般競争入札等に移
行したもの

（平成１８年度から直
ちに一般競争入札に

移行）

7015 （株）四電技術コンサルタント
松原泉環境調査（秋季）支援資
料作成

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７番地２

平成17年10月13日 924,000

少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項及び予
決令第９９条の第７号）

問題があるもの

一般競争入札等に移
行したもの

（平成１８年度から直
ちに一般競争入札に

移行）

7016 （株）四電技術コンサルタント
松原泉環境調査（冬季）支援資
料作成

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７番地２

平成17年12月05日 924,000

少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項及び予
決令第９９条の第７号）

問題があるもの

一般競争入札等に移
行したもの

（平成１８年度から直
ちに一般競争入札に

移行）

7017 （財）日本気象協会
平成１７年度　気象情報等提供
業務

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７番地２

平成17年4月1日 1,060,500

当法人は、昭和２５年の設立以来、気象に関する情報の収集、
処理、加工及び調査研究、技術開発を継続的に行い資質の向
上に努めている。また、石手川ダム上流域の短期雨量予測の
情報提供サービスが出来る唯一の機関である。以上より、当法
人は本業務の目的を確実に履行出来る唯一の法人である。会
計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づ
き随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

(平成１９年度以降一
般競争入札に移行)

発注済み

7018 （株）四電技術コンサルタント
放流警報局光ケーブル布設図
面作成

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７番地２

平成17年8月3日 966,000

少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項及び予
決令第９９条の第７号）

問題があるもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

7019 （株）四電技術コンサルタント
多賀放流警報局外光ケーブル
布設図面作成

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７番地２

平成17年12月1日 966,000

少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項及び予
決令第９９条の第７号）

問題があるもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

7020
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

平成１７年度　石手川ダム管理
総合評価検討業務委託

菊池　雅彦
四国地方整備局松山河川国道
事務所
松山市土居田町７９７番地２

平成17年9月5日 22,575,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7021 （財）日本気象協会
平成17年度　衛星システムリー
ス機器移設　一式

鳥居　謙一
四国地方整備局
大洲河川国道事務所
愛媛県大洲市中村210

平成17年05月12日 976,500

本件は、大洲河川国道事務所の移転に伴い、四国地方整備局
大洲河川国道事務所と財団法人　日本気象協会関西支社の
間で契約している「平成１７年度　衛星システム気象情報提供
業務」の賃貸借契約でリースしている機器を移設するものであ
る。作業の実施にあたっては、目的を十分理解するとともに、高
信頼性、迅速性が求められる。また、今後の障害防止及び障
害時における迅速な復旧運用はもとより、責任の所在が明確
にされなければならない。
上記法人は、現在リースしている機器及びシステムの設計・製
作に関する技術的資料を有し、機能・動作を熟知している。
従って、本業務の目的を確実に達成できる上記法人を も適
正と判断し、会計法２９条の３第４項に基づいて、財団法人　日
本気象協会関西支社と随意契約を行うものである。

問題があるもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

7022 （財）日本気象協会
平成17年度　衛星システム気象
情報提供業務　一式

鳥居　謙一
四国地方整備局
大洲河川国道事務所
愛媛県大洲市中村210

平成17年04月01日 3,349,500

　本業務の実施にあたっては、気象情報を２４時間、正確かつ
迅速に提供でき、かつ、道路防災に対し必要な情報内容を提
供できる体制が必要である。（財）日本気象協会は、気象情報
の収集、処理、加工及び調査研究、技術開発を行っており、こ
れらに関する高度な知識と豊富な経験を有している。又、信頼
度の高い気象情報システムを完備し、他機関及び一般への情
報提供サービスの出来るシステム及び機器を整備しており、情
報提供についても行政的視野からの広範な知識を有している
ことから、当業務を遂行できる唯一の機関である。これらの要
件から、本業務の目的を確実に達成できる上記法人を も適
正と判断し、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第３号に基づき随意契約を行うものである。

問題があるもの

平成１９年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

7023 （財）河川情報センター
平成１７年度　河川情報提供業
務　一式

鳥居　謙一
四国地方整備局
大洲河川国道事務所
愛媛県大洲市中村210

平成17年04月01日 2,337,300

　近年多発した激甚な水災害でも、特に河川情報の有用性が
評価されており、生活の安全性に対する社会需要に対応する
ためには、いかに正確な河川情報を速く入手するかが災害対
策上 も重要となっている。上記法人は、河川の適正な管理及
び利用の増進に資することを目的として設立され、河川情報の
収集、処理、加工及び調査研究、技術開発を行っており、これ
らに関する高度な
知識と豊富な経験を有している。また、信用度の高い河川情報
を完備し、他機関及び一般への情報提供サービスができるシ
ステム及び機器を整備しており、情報公開についても行政的視
野からの広範な視野を有していることから、当業務を遂行でき
る唯一の機関である。
　よって、本件契約締結に関しては、会計法第２９条の３第４項
及び予算決算及び会計令１０２条の４第３号の規定により、上
記法人と随意契約を行うものである。

その他のもの －（Ｈ１７年度限り）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7024 （財）道路保全技術センター
平成17年度道路施設情報管理
支援業務委託（１式）

鳥居　謙一
四国地方整備局
大洲河川国道事務所
愛媛県大洲市中村210

平成17年7月6日 36,015,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠。（会計法第２９条
の３第４項）

18年度以降におい
て当該事務・事業
の委託等を行わな
いもの

－

7025 （財）日本気象協会
平成17年度越波予測システム構
築業務委託（１式）

鳥居　謙一
四国地方整備局
大洲河川国道事務所
愛媛県大洲市中村210

平成17年12月13日 7,140,000

　本業務の実施にあたっては、気象・海象・地震・環境等に関す
る豊富なデータとこれらを的確に調査・解析・予測するなど豊富
な経験と専門的な知識が求められる特殊な業務である。
　（財）日本気象協会は、気象情報の収集、処理、加工、および
調査研究、技術開発を行い、これらに関する高度な知識と豊富
な経験を有している。
　四国地方整備局では、（財）日本気象協会と気象情報システ
ム（ＭＩＣＯＳ）を通じて、道路防災に対し必要な気象情報の提供
を受けており、今回構築する越波予測システムがＭＩＣＯＳを通
じて稼働することなどを考慮すると、本業務を遂行できる唯一
の機関である。
　よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

問題があるもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

7026 （株）四電技術コンサルタント
平成17年度長浜地区堤防詳細
設計業務委託（１式）

鳥居謙一
四国地方整備局
大洲河川国道事務所
愛媛県大洲市中村210

平成17年6月2日 29,295,000

本業務は、所定の成果を得るためには複数年にわたり継続し
て業務を実施する旨条件を付し、過年度においてプロポーザル
方式により契約された業務に係る継続業務である。本業務の
履行に当たっては、本業務と一体不可分である過年度業務を
履行した者に契約の相手方が特定される。以上から、上記業
者と会計法２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7027 （株）四電技術コンサルタント
肱川水防演習実施支援業務（１
式）

鳥居謙一
四国地方整備局
大洲河川国道事務所
愛媛県大洲市中村210

平成17年10月6日 10,132,500

本業務は、平成１８年５月２８日に開催される「肱川水防演習」
に向けて、演習の実施計画作成、準備及び他機関との調整、
全体調整会議等の円滑な遂行に資するための支援等を実施
するものである。
本業務は、プロポーザル方式により上記の業者を特定した。
よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

平成１９年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

H17-H18ﾌﾟﾛ
ﾎﾟ
発注済み

7028
三洋テクノマリン（株）（専門
サービス業）

平成１７年度　肱川流域浄化実
験施設保守業務（その１）（１式）

鳥居謙一
四国地方整備局
大洲河川国道事務所
愛媛県大洲市中村210

平成17年7月5日 3,181,500

本業務を行う施設は、接触酸化槽において多孔質接触酸化槽
という三洋テクノマリン㈱独自のシステム（特許申請中）により
製作されている。
製作後の数年間は試験的な維持管理を行い、現地状況に合わ
せた 適条件で運用管理することが必要である。
三洋テクノマリン㈱は、今回維持管理する接触酸化槽（多孔質
接触酸化槽）について特許を申請中であり、現地状況に合わせ
た 適条件で運用管理する知識と技術を唯一持ち合わせてい
る。
以上により、上記業者は、本業務を遂行するにあたり 適条件
で運用管理する知識及び技術を持っている唯一の機関であ
る。
よって、上記業者と会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３項に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

平成１９年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

H18 終年次

7029 八千代エンジニアリング（株）
平成17年度　山鳥坂ダム施工計
画検討業務委託（一式）

松尾　裕治
四国地方整備局山鳥坂ダム工
事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６

平成17年9月16日 8,085,000

プロポーザル方式により特定（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２の４第３項）

その他のもの
－

(業務内容より企画競
争とする)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7030
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

平成17年度　山鳥坂ダム環境影
響評価に関する検討業務委託
（一式）

松尾　裕治
四国地方整備局山鳥坂ダム工
事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６
－４

平成17年4月22日 98,175,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入

7031 （株）四電技術コンサルタント
平成17年度　山鳥坂ダム鳥類
（上位性）調査業務委託（一式）

松尾　裕治
四国地方整備局山鳥坂ダム工
事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６

平成17年4月20日 47,250,000

プロポーザル方式により特定（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２の４第３項） 見直しの余地があ

るもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

7032 （株）四電技術コンサルタント
平成17年度　山鳥坂ダム鳥類調
査業務委託（一式）

松尾　裕治
四国地方整備局山鳥坂ダム工
事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６

平成18年1月25日 19,845,000

プロポーザル方式により特定（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２の４第３項） 見直しの余地があ

るもの

平成１９年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

H17-H18ﾌﾟﾛ
ﾎﾟ
発注済み



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7033 国土環境（株）
平成17年度　山鳥坂ダム環境調
査（哺乳類）業務委託（一式）

松尾　裕治
四国地方整備局山鳥坂ダム工
事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６
－４

平成17年4月27日 21,105,000

　業務の実施にあたっては、テンの生態に熟知しているだけで
なく、テンの捕獲に必要なトラップや追跡調査を行うラジオテレ
メトリーなどの機器に対する専門知識、さらにその調査結果か
ら行動圏を高度に解析する技術、豊富な知見・経験が求められ
る。また、平成１６年度山鳥坂ダム環境調査（哺乳類）業務委託
においてテンの非繁殖期における行動圏の解析・保全措置の
検討を行ったところであり、その際に捕獲したテンには既にテレ
メトリー調査用の発信器が取り付けられている。実施時期とし
て新たに捕獲する場合テンの子育期を除いた４～５月に実施す
ることになり、本業務において引き続き、取付け済みの発信器
を利用することが も効率的であると考えられる。
上記業者は平成１６年度の業務を実施しており、当該業務に必
要な技術等を持っているのみならず、これまで参照した情報、
履行の経緯、秘匿すべき情報、関係者の事情等の詳細を熟知
しており、また既存の発信器を有効に利用することが出来る。
　よって、本業務を的確かつ効率的に遂行できる業者は上記業
者以外には無いことから会計法２９条の３第４項（予決令第１０
２条の４第４項）の規定により随意契約するものである。

その他のもの
－

(業務内容より企画競
争とする)

7034 （社）四国建設弘済会
第７回新宇治川放水路トンネル
設計施工検討委員会資料作成
（一式）

岡本誠一郎
四国地方整備局高知河川国道
事務所
高知市六泉寺町９６－７

平成17年9月2日 934,500

  本作業の履行にあたっては、四国地方整備局の行政行為の
補助に係る公共性の高い作業であるため、公共土木工事にお
ける調査・計画・積算・監督・検査・管理等の豊富な行政経験と
その立場上営利目的としない公平・中立性及び厳格な守秘義
務が求められる。
　（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和４３年に建設行政を補完する機関として設立された公益法
人である。
　当法人は、本作業の履行に必要不可欠な技術検討に関する
経験はもとより、委員会資料作成等の作業を確実に遂行できる
豊富な行政経験を有する技術者を多数確保しているとともに、
公平・中立的な業務遂行に対処できる厳格な服務規律が確保
されている。また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るた
め、蓄積した実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備
し「管理技術者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めてい
る。さらに、作業の遂行にあたっては、ＩＳＯ９００１に登録された
「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」を運用し信頼性の確保
に努めている。
　以上から、上記法人は本作業の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うものであ
る。

その他のもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7035 （財）河川情報センター
平成１７年度河川情報提供業務
（１式）

岡本誠一郎
四国地方整備局高知河川国道
事務所
高知市六泉寺町９６－７

平成17年4月1日 2,520,000

　近年多発した激甚な水災害でも特に河川情報の有用性が評
価されており、生活の安全性に対する社会需要に対する為に
は、いかに正確な河川情報を早く入手するかが、災害対応上

も必要となっている。
　上記法人は、河川の適正な管理及び利用の増進に資するこ
とを目的に設置され、河川情報の収集処理、加工及び調査研
究技術開発を行っており、これらに関する高度な知識と豊富且
つ研究を有している。
　又、信頼度の高い河川情報を完備し、他機関及び一般への
情報提供サービスの出来るシステム及び機器を整備しており、
情報公開についても行政的視野から広範囲の知見を有してお
ることから当業務を遂行できる唯一の機関である。
　よって、本件契約締結に関しては、会計法第２９条の３　第４
項及び予算決算及び会計令１０２条の４第３号の規定により、
上記機関と随意契約を行うものとする。

その他のもの －（Ｈ１７年度限り）

7036 （株）四電技術コンサルタント
仁淀川利用状況等写真撮影整
理（１式）

岡本誠一郎
四国地方整備局高知河川国道
事務所
高知市六泉寺町９６－７

平成17年4月8日 777,000

少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項及び予
決令第９９条の第７号）

問題があるもの

一般競争入札等に移
行したもの

（平成１８年度から直
ちに一般競争入札に

移行）

7037 （株）四電技術コンサルタント
物部川利用状況等写真撮影整
理（１式）

岡本誠一郎
四国地方整備局高知河川国道
事務所
高知市六泉寺町９６－７

平成17年4月8日 682,500

少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項及び予
決令第９９条の第７号）

問題があるもの

一般競争入札等に移
行したもの

（平成１８年度から直
ちに一般競争入札に

移行）

7038 （株）四電技術コンサルタント
高知海岸利用状況等写真撮影
整理（１式）

岡本誠一郎
四国地方整備局高知河川国道
事務所
高知市六泉寺町９６－７

平成17年4月8日 451,500

少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項及び予
決令第９９条の第７号）

問題があるもの

一般競争入札等に移
行したもの

（平成１８年度から直
ちに一般競争入札に

移行）

7039 （株）四電技術コンサルタント
仁淀川下流域河川流況調査（１
式）

岡本誠一郎
四国地方整備局高知河川国道
事務所
高知市六泉寺町９６－７

平成17年6月16日 945,000

少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項及び予
決令第９９条の第７号）

問題があるもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

7040 （株）四電技術コンサルタント
仁淀川中流域河川流況調査（１
式）

岡本誠一郎
四国地方整備局高知河川国道
事務所
高知市六泉寺町９６－７

平成17年6月7日 966,000

少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項及び予
決令第９９条の第７号）

問題があるもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

7041 （株）四電技術コンサルタント
仁淀川洪水予報改善作業（１
式）

岡本誠一郎
四国地方整備局高知河川国道
事務所
高知市六泉寺町９６－７

平成17年11月8日 777,000

少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項及び予
決令第９９条の第７号）

問題があるもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

7042 （株）四電技術コンサルタント
物部川洪水予報改善作業（１
式）

岡本誠一郎
四国地方整備局高知河川国道
事務所
高知市六泉寺町９６－７

平成18年2月1日 735,000

少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項及び予
決令第９９条の第７号）

問題があるもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7043 （財）河川情報センター
平成１７年度危機管理演習業務
委託（１式）

岡本誠一郎
四国地方整備局高知河川国道
事務所
高知市六泉寺町９６－７

平成17年6月30日 13,650,000

自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管理
を行えるようにするためには、シナリオのない状況の中で臨機
の判断等の対処能力を向上させるための訓練が不可欠であ
る。
ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプ
レーヤーに分かれ、コントローラーから付与される状況に応じ
てシナリオを知らされていないプレーヤーがその場で判断し行
動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法
である。
当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について
著作権を有している。また、災害対応について、経験と代替性
のない特定の知識等を有する演習実施組織を擁する唯一の者
である。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

①一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（6,803,000円、平成１
９年度以降一部一般

競争に移行）
②随意契約によらざ

るをえないもの
（6,847,000円）

7044 （株）四電技術コンサルタント
平成１７年度仁淀川低水流量検
討業務委託（１式）

岡本誠一郎
四国地方整備局高知河川国道
事務所
高知市六泉寺町９６－７

平成17年8月9日 11,970,000

本業務は、プロポーザル方式により特定した上記業者と、会計
法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号に基づき、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

平成１９年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

H17-H18ﾌﾟﾛ
ﾎﾟ
発注済み

7045 （株）四電技術コンサルタント
平成１７年度仁淀川高水流量検
討業務委託（１式）

岡本誠一郎
四国地方整備局高知河川国道
事務所
高知市六泉寺町９６－７

平成17年8月9日 17,955,000

本業務は、プロポーザル方式により特定した上記業者と、会計
法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号に基づき、随意契約を行うものである。 見直しの余地があ

るもの

平成１９年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

H17-H18ﾌﾟﾛ
ﾎﾟ
発注済み

7046 （株）四電技術コンサルタント
平成17年度樋門耐震検討業務
委託

岡本誠一郎
四国地方整備局高知河川国道
事務所
高知市六泉寺町９６－７

平成18年2月6日 12,495,000

プロポーザル方式により提出された技術提案書が他社と比較
して、提案内容が優位であった。（会計法第２９条の３第４項及
び予決令第１０２の４第３項）

見直しの余地があ
るもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

7047 （株）四電技術コンサルタント
平成17年度　四万十川水防演習
実施支援業務

増田　厚雄
四国地方整備局中村河川国道
事務所
四万十市右山2033-14

平成17年4月28日 7,560,000

　本業務は、所定の成果を得るためには複数年にわたり継続し
て業務を実施する旨条件を付し、過年度においてプロポーザル
方式により契約された業務に係る継続業務である。本業務の
履行にあたっては、本業務と一体不可分である過年度業務を
履行した者に契約の相手方が特定される。以上から、上記業
者と会計法第２９条の３第４項及び、予決令第１０２条の４第３
号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

7048 （株）四電技術コンサルタント
平成17年度　渡川水系河川整備
基本方針検討業務委託

伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道
事務所
四万十市右山2033-14

平成18年2月15日 16,380,000

　本業務は、プロポーザル方式により特定した上記業者と、会
計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

平成１９年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

H17-H18ﾌﾟﾛ
ﾎﾟ
発注済み

7049
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成17年度　多自然型川づくり
推進検討業務委託

伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道
事務所
四万十市右山2033-14

平成17年8月16日 9,135,000

本業務は、四万十川の自然再生を中心とする河道計画の策定
を行うものである。検討にあたっては、多くの知識と高度な技術
力が必要であるとともに、河川生態について全国の情報を保有
し、そのデータから河道特性と河川生態についての関係を体系
的に整理したデータを保有している必要があるが、そのような
データを有しているのは当法人が唯一である。また、検討にあ
たっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条
件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7050 （株）四電技術コンサルタント
平成17年度　坂本第２トンネル
換気設備外設計業務委託

伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道
事務所
四万十市右山2033-14

平成17年10月20日 12,600,000

　本業務は、プロポーザル方式により特定した上記の業者と、
会計法第２９条の３第４項、
予決令第１０２条の４第３号に基づき、随意契約を行うものであ
る。 問題があるもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

7051 （財）先端建設技術センター
平成17年度　環境マネジメント導
入に関する調査検討業務委託

増田　厚雄
四国地方整備局中村河川国道
事務所
四万十市右山2033-14

平成17年5月10日 7,665,000

　本業務の遂行に当たっては、公共土木工事の環境管理に関
する高度な知識と経験が必要であり、更にＩＳＯ１４００１の導入
に関する調査研究等に精通・熟知した広範な知見が求められ
る。
（財）先端建設技術センターは、建設事業に係る先端建設技術
の研究、開発及び普及を図ることにより、国土基盤整備の推進
を図り、もって国民生活の安定と向上に資することを目的に、平
成元年に設置された法人である。
当法人は、国土交通省のＩＳＯ１４００１に基づくモデル事業の円
滑な実施を目的に設置された「ＩＳＯ１４００１に基づくモデル事
業を実施するための検討委員会」の事務局を運営するととも
に、中村河川国道事務所発注の「環境マネジメント導入に関す
る調査検討業務」を平成１１年度より行っており、これまでも良
好な環境に関する調査検討業務を多数行っている。
又、建設分野を主たる業務とした機関で環境審査員の研修を
行う等ＩＳＯ１４００１の規格と公共事業の特質の両方を蓄積して
いるど、高度な技術と経験を有している。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7052 （財）土木研究センター
平成17年度　シーニックバイウェ
イ四万十かいどう検討業務委託

伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道
事務所
四万十市右山2033-14

平成18年2月13日 3,255,000

　本業務の履行にあたっては、道路局の新たな施策である、「こ
の道ニッポン（仮称）モデル事業」の概念や、施策の目的、目指
すべき方向性等に関する知識は、もとより、地域住民や関連Ｎ
ＰＯ法人等との合意形成に関する知識、また、国内外の先進事
例の分析把握、これらをもとにした社会資本整備の総合的判断
のための知識が求められる。　財団法人土木研究センターは、
土木に関する調査、試験及び研究の促進に努めるとともに、そ
の成果の普及並びに国際技術協力の推進を図り、もって、国
土建設事業の発展向上に寄与することを目的に昭和５４年に
設立された公益法人である。　当法人では、景観、地域の自然
資源や人的資源を活用して社会資本を整備し、もって、美しい
国土建設・創造に寄与するため、我が国で初めて「風土工学」
を提唱するとともに、「この道ニッポンプロジェクト」を本州の風
土条件を踏まえて実施していく手法とし、「風土工学」を沿道整
備に発展させた「かいどう」計画を提唱し、国土交通省との連携
を図りつつ、これらの全国展開を行っている。また、関東地方整
備局管内の平成１７年度茨城の道づくりに関する検討業務にお
いて、「この道ニッポン（仮称）モデル事業」の茨城県内への具
体的展開についての検討や、国内外で取り組まれている沿道
景観整備関連の先端プロジェクトの把握、地域資源としての公
共施設・観光資源等の評価方法や民意を反映した適切な道
路・土木施設の整備方策の検討に携わる等、「この道ニッポン
（仮称）モデル事業」について、唯一、これを推進している豊富
な知識や、地域住民やＮＰＯとの合意形成に関する豊富な知識
及び国内外の先端事例をもとにした社会資本整備の総合的判
断のための知識を十分有している。　よって、当法人は、本業
務の目的を達成できる唯一の機関であり、会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約を行うも
のである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの（プロポー
ザル・企画競争を実

施）

7053 （財）道路保全技術センター
平成17年度　道路施設情報管理
支援業務委託

伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道
事務所
四万十市右山2033-14

平成17年7月26日 26,145,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠。（会計法第２９条
の３第４項）

18年度以降におい
て当該事務・事業
の委託等を行わな
いもの

－



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7054 （財）日本気象協会
平成17年度　衛星システム気象
情報提供業務

増田　厚雄
四国地方整備局中村河川国道
事務所
中村市右山2033-14

平成17年4月1日 2,530,500

　本業務の実施にあたっては、気象情報を２４時間、正確かつ
迅速に提供でき、さらに道路防災に対し必要な情報内容を提供
できる体制が必要である。
（財）日本気象協会は、気象情報の収集・処理・加工及び調査
研究・技術開発を行っており、これらに関する高度な知識と豊
富な経験を有している。又、信頼度の高い気象情報システムを
完備し、他機関及び一般への情報提供サービスの出来るシス
テム及び機器を整備しており、情報提供についても行政的視野
からの広範な知識を有していることから、当業務を遂行できる
唯一の機関である。　これらの要件から、本業務の目的を確実
に達成できる上記法人を も適正と判断し、会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を
行うものである。

問題があるもの

平成１９年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

7055 （財）河川情報センター 河川情報提供業務

増田　厚雄
四国地方整備局中村河川国道
事務所
中村市右山2033-14

平成17年4月1日 2,337,300

本業務の履行にあたっては、四国地方整備局管内の雨量・水
位等、水文観測データを迅速かつ、正確に提供する必要があ
る。（財）河川情報センターは、河川及びその流域に関する情
報の収集、処理・加工、解析、保管及び提供に関する調査研究
及び技術開発を行うことにより、その成果を広く国、地方公共団
体、その他の防災関係機関及び国民社会に提供し、河川の適
正な管理及び利用の増進に資することを目的として、昭和６０
年に設立された財団法人である。当法人は、総合的、広域的な
危機管理体制の確立のための「河川流域総合情報システム」
を自ら開発し、地方公共団体等へ全国的に提供を行っており、
情報公開についても行政的視野からの広範な知見を有してい
ることから、当業務を遂行できる唯一の機関である。また、「河
川流域総合情報システム」の著作権を保有している。　以上か
ら、上記法人は業務の目的を確実に履行できる唯一の法人で
あり、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令１０２
条の４第３号の規定に基づき随意契約を行うものである。

その他のもの －（Ｈ１７年度限り）

7056 （財）河川情報センター 平成１７年度河川情報提供業務

五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開
発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９
２番地１

平成17年4月1日 1,077,300

　本業務の履行にあたっては、四国地方整備局管内の雨量・水
位等、水文観測データを迅速かつ、正確に提供する必要があ
る。
（財）河川情報センターは、河川及びその流域に関する情報の
収集、処理・加工、解析、保管及び提供に関する調査研究及び
技術開発を行うことにより、その成果を広く国、地方公共団体、
その他の防災関係機関及び国民社会に提供し、河川の適正な
管理及び利用の増進に資することを目的として、昭和６０年に
設立された財団法人である。
当法人は、総合的、広域的な危機管理体制の確立のための
「河川流域総合情報システム」を自ら開発し、地方公共団体等
へ全国的に提供を行っており、情報公開についても行政的視
野からの広範な知見を有していることから、当業務を遂行でき
る唯一の機関である。
また、「河川流域総合情報システム」の著作権を保有している。
以上から、上記法人は業務の目的を確実に履行できる唯一の
法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を行うもので
ある。

その他のもの －（Ｈ１７年度限り）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7057 （財）日本気象協会 平成１７年度気象情報提供業務

五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開
発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９
２番地１

平成17年4月1日 1,963,500

　　本業務の施行にあたっては、気象情報を２４時間正確かつ
迅速に提供できる体制が必要である。
　上記法人は、気象情報の収集・処理・加工及び調査研究・技
術開発を行っており、これらに関する高度な知識と豊富な経験
を有している。
　また、信用度の高い気象情報システムを完備し、他機関及び
一般への情報提供サービスの出来るシステム及び機器を整備
しており、情報提供についても行政的視野からの広範な知見を
有していることから、当業務を遂行できる唯一の機関である。
　これらの要件から、本業務の目的を確実に達成できる上記法
人を も適正と判断し、会計法第２９条の３第４項及び予算決
算並びに会計令１０２条の４第３号の規定により、上記法人と随
意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

(平成１９年度以降一
般競争入札に移行)

発注済み

7058 （財）駐車場整備推進機構
平成１７年度　はりまや地下駐車
場有効利用検討業務委託（一
式）

奥谷　正
四国地方整備局土佐国道事務
所
高知市江陽町２－２

平成17年11月24日 12,568,500

　本業務に必要な要件は、１）駐車場の運営経験を有すること。
２）駐車場の利用実態に詳しいこと。３）交通需要マネジメントに
関する業務・調査の実績を有すること。４）駐車場整備・利用に
関する検討実績を有すること。５）業務執行にあたり、幅広くか
つ中立
的に情報収集・分析を行えること、である。
　（財）駐車場整備推進機構は、「駐車場の整備に関する調査
研究、道路等の公共空間等を活用した駐車場及び住宅地域等
における駐車場の整備に対する幅広い支援等を行うことによ
り、駐車場整備の一層の推進に貢献し、もって道路の安全かつ
円滑な交通の確保、都市機能の向上、良好な市街地形成を図
り、豊かでゆとりのある国民生活の実現に寄与する
こと」を目的として設立された財団法人である。これまで、道路
交通センサス駐車調査の分析・研究や都市部におけるパーク
アンドライド施策を中心とした交通需要マネジメント、駐車場に
関するPFIの検討など、本業務に必要な専門的な技術と十分な
知識を要する実績を有し、良好な成果を収めてきている。また、
高知市内の「はりまや地下駐車場（平成10年度供用開始）」を
はじめ、全国14箇所の駐車場の整備および運営を行っている
とともに、駐車場等の整備手法に関する検討業務、交通需要マ
ネージメントに関する業務等の実績を有するなど、駐車場施策
の導入検討から駐車場の整備まで、駐車場に関する幅広いノ
ウハウを有している。
　以上から、上記財団法人は本業務を円滑かつ的確に遂行で
きる唯一の財団であり、会計法第２９条の３第４項及び予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき、随意契約を行うも
のである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7059 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　道路施設情報管
理支援業務委託(一式)

奥谷　正
四国地方整備局土佐国道事務
所
高知市江陽町２－２

平成17年10月12日 40,950,000

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠。（会計法第２９条
の３第４項） 18年度以降におい

て当該事務・事業
の委託等を行わな
いもの

－

7060 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　管内防災事業検
討業務委託(一式)

奥谷　正
四国地方整備局土佐国道事務
所
高知市江陽町２－２

平成17年12月20日 11,476,500

　本業務の履行にあたっては、道路防災全般にわたり高度で多
岐にわたる知識と豊富な経験が求められる。特に定量的な評
価を行うための指標提案や優先順位の総合評価においては、
土佐国管内の急峻な地形や脆弱な地質に加え、厳しい気象条
件などの特性を十分に熟知し、道路防災に関する体系的かつ
的確な判断が必要とされる。
　（財）道路保全技術センターは、道路保全技術に関する総合
的な調査研究、新技術の開発と普及促進等を行う機関であり、
効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通
の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目
的に設立された公益法人である。
当法人は、平成４年度から平成１６年度まで道路防災保全業務
に携わり、防災対策の企画立案を継続的に実施してきており、
道路防災についての専門的かつ高度な技術力を有している。
以上により、（財）道路保全技術センターは、他業者では持ち得
ない本業務の履行に必要な土佐国管内の気象・災害・道路構
造等の豊富なデータベースを保有しており、かつ、分析を行うソ
フトウェアーを開発・保有し、継続的に道路防災に関する分析
を行っており、本業務を遂行できる唯一の機関である。
　よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7061 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　佐喜浜地区防災
マップ作成業務委託(一式)

奥谷　正
四国地方整備局土佐国道事務
所
高知市江陽町２－２

平成18年2月20日 7,350,000

　本業務は、斜面の安定度評価技術や斜面防災対策効果、事
前通行規制の基準緩和の可否など、道路防災に係る総合的な
分析能力と豊富な経験が求められるとともに、佐喜浜地区防災
マップの作成に活用した各種データの詳細を熟知していること
が求められる。
　（財）道路保全技術センターは、道路保全技術に関する総合
的な調査研究、新技術の開発と普及促進等を行うことを目的に
設立された法人である。
　当法人は、地震や異常気象時の総合的な防災対策等に関す
る調査研究を実施しており、これらに関する専門的な知識・経
験が豊富で、斜面防災に精通した技術者を多数有しており、平
成１６年度の佐喜浜地区道路防災マップ作成にも携わってい
る。
　以上により、（財）道路保全技術センターは、当該地区の地
形・地質状況に精通しているとともに、本業務に必要な当該地
区の防災点検結果や災害関係資料、防災対策工の詳細な
データを保有・熟知しており、本業務を遂行できる唯一の機関
である。
　よって会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

公募手続き
を導入

7062 （財）計量計画研究所
平成１７年度　管内震災対策検
討業務委託(一式）

奥谷　正
四国地方整備局土佐国道事務
所
高知市江陽町２－２

平成18年1月30日 7,980,000

　本業務に必要な要件は、１）パーソントリップ調査と道路交通
センサスオーナーインタビューＯＤ調査の両方を設計した実績
を有し、両調査の特徴や問題点などに精通していること。２）防
災対策に活用するためにパーソントリップ調査データと道路交
通センサスオーナーインタビューＯＤ調査データから、滞留人
口・移動人口を推計した実績を有すること。３）新たな実態調査
を企画する能力、特に、効率的調査手法として本調査で適用を
検
討すべき郵送によるパーソントリップ調査の実績を有すること。
である。
　財団法人計量計画研究所は、「我が国及び諸外国の政治、
経済、社会事象の数量的な調査研究を行い、我が国諸官庁を
始め諸企業の合理的政策決定及び科学的計画に関する知識
普及に寄与すること」を目的として設立された財団法人である。
　上記法人は、国土交通省において、パーソントリップ調査を所
管している都市・地域整備局都市計画課都市交通調査室から
継続的に委託を受けて、パーソントリップ調査手法の開発や標
準的な指針の策定などに携っている。また、道路交通センサス
調査の実施を統括している道路局企画課道路経済調査室から
継続的に委託を受けて、道路交通センサスオーナーインタ
ビューＯＤ調査の企画を行っている。
同法人は、パーソントリップ調査、道路交通センサスオーナーイ
ンタビューＯＤ調査の両方の調査の企画に実績を有し、両方の
調査の豊富な知識を有する唯一の法人である。また、パーソン
トリップ調査データと道路交通センサスオーナーインタビューＯ
Ｄ調査データから、移動人口、滞留人口を算出して、震災時の
被災者数を地域別・時刻別に推計する調査研究と郵送による
パーソントリップ調査の適用性を検証する調査研究の実績を有
して
いる。そのような実績をもつ法人は他には存在しない。
以上のことから、上記法人は、必要な要件を満足し、本業務の
目的を達成出来る唯一の法人であり、会計法２９条の３第４項
並びに予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき、随意契約
を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7063 （財）日本気象協会
平成１７年度　気象情報提供業
務(一式）

奥谷　正
四国地方整備局土佐国道事務
所
高知市江陽町２－２

平成17年4月1日 5,208,000

　本業務の実施にあたっては、気象情報を２４時間、正確かつ
迅速に提供でき、かつ、道路防災に対し必要な情報内容を提
供できる体制が必要である。
　（財）日本気象協会は、気象情報の収集、処理、加工及び調
査研究、技術開発を行っており、これらに関する高度な知識と
豊富な経験を有している。
又、信頼度の高い気象情報システムを完備し、他機関及び一
般への情報提供サービスの出来るシステム及び機器を整備し
ており、情報提供についても行政的視野からの広範な知識を
有していることから、当業務を遂行できる唯一の機関である。
これらの要件から、本業務の目的を確実に達成できる上記法
人を唯一と判断し、会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

問題があるもの

平成１９年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

7064 （財）日本気象協会 平成１７年度気象情報提供業務

竹島　和司
四国地方整備局吉野川ダム統
合管理事務所
徳島県三好郡池田町字西山谷
尻4235-1

平成17年4月1日 2,835,000

本業務の遂行にあたっては、気象情報に関する専門知識が必
要であり、財団法人　日本気象協会関西支社は、気象状況に
関する情報の収集，処理，加工及び調査研究，技術開発を
行っているとともに、気象情報の他機関及び一般への提供
サービスについても豊富な実績を有するとともに高い評価を得
ており、本業務を遂行出来る唯一の機関である。よって、会計
法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定によ
り、財団法人　日本気象協会関西支社と随意契約を実施する
ものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

(平成１９年度以降一
般競争入札に移行)

発注済み

7065 （株）四電技術コンサルタント
平成１７年度柳瀬ダム危機管理
マニュアル作成業務委託

竹島　和司
四国地方整備局吉野川ダム統
合管理事務所
徳島県三好郡池田町字西山谷
尻4235-1

平成17年7月14日 9,765,000

本業務は、プロポーザル方式により特定した上記の業者と、随
意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２の４第３項） 見直しの余地があ

るもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

7066 扶桑電通（株）
平成１７年度電子計算機器シス
テム賃貸借（その３）

竹島　和司
四国地方整備局吉野川ダム統
合管理事務所
徳島県三好郡池田町字西山谷
尻4235-1

平成17年4月1日 1,212,120

賃貸借期間を３６ヶ月として一般競争入札にて落札した業者で
あり平成１６年度に引き続き、平成１７年度の賃貸借契約を行う
ものである。したがって、会計法第２９条の３第４項に基づき、
上記業者と随意契約するものである。 見直しの余地があ

るもの

一般競争入札等に移
行したもの

(平成１９年度以降一
般競争入札に移行)

H16～H18契
約

7067 （財）河川情報センター
平成１７年度　河川情報提供業
務

竹島　和司
四国地方整備局吉野川ダム統
合管理事務所
徳島県三好郡池田町字西山谷
尻4235-1

平成17年4月1日 2,337,300

　本業務の履行にあたっては、四国地方整備局管内の雨量・水
位等、水文観測データを迅速かつ、正確に取得する必要があ
る。
　（財）河川情報センターは、河川及びその流域に関する情報
の収集、処理・加工、解析、保管及び提供に関する調査研究及
び技術開発を行うことにより、その成果を広く国、地方公共団
体、その他の防災関係機関及び国民社会に提供し、河川の適
正な管理及び利用の増進に資することを目的として、昭和６０
年に設立された財団法人である。
　当法人は、総合的、広域的な危機管理体制の確立のための
「河川流域総合情報システム」を自ら開発し、地方公共団体等
へ全国的に提供を行っており、情報公開についても行政的視
野からの広範な知見を有していることから、当業務を遂行でき
る唯一の機関である。
　また、「河川流域総合情報システム」の著作権を保有してい
る。
　以上から、上記法人は業務の目的を確実に履行できる唯一
の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会
計令１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を行うもので
ある。

その他のもの －（Ｈ１７年度限り）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7068 （財）日本気象協会 気象情報提供

則　勢
四国地方整備局野村ダム管理
所
愛媛県西予市野村町野村8-
153-1

平成17年04月01日 1,837,500

 　本件の遂行にあたっては、気象情報に関する専門知識が必
要である。　下記法人は、気象情報に関する情報の収集、処
理、加工及び調査研究、技術開発を行っているとともに、気象
情報の他機関及び一般への提供サービスについても豊富な実
績と高い信頼性を得ており、本業務を遂行できる唯一の機関で
ある。
　よって会計法２９条の３第４項及び、予算令第１０２条の４第３
号の規定により、随意財団法人日本気象協会と契約するもの
である。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

(平成１９年度以降一
般競争入札に移行)

発注済み

7069 （株）四電技術コンサルタント
平成17年度　大渡ダム危機管理
マニュアル作成業務委託

松本秀應
四国地方整備局大渡ダム管理
所
高知県吾川郡仁淀川町高瀬３８
１５

平成17年10月12日 5,670,000

プロポーザル方式により提出された技術提案書が他社と比較
して、提案内容が優位であった。（会計法第２９条の３第４項及
び予決令第１０２の４第３項）

見直しの余地があ
るもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

7070 （財）河川情報センター
平成１７年度　河川情報提供業
務

松本秀應
四国地方整備局大渡ダム管理
所
高知県吾川郡仁淀川町高瀬３８
１５

平成17年4月1日 2,601,900

　本業務の履行にあたっては、四国地方整備局管内の雨量・水
位等、水文観測データを迅速かつ正確に提供する必要があ
る。
（財）河川情報センターは、河川及びその流域に関する情報の
収集、処理・加工、解析、保管及び提供に関する調査研究及び
技術開発を行うことにより、その成果を広く国、地方公共団体、
その他の防災関係機関及び国民社会に提供し、河川の適正な
管理及び利用の増進に資することを目的として、昭和６０年に
設立された財団法人である。当法人は、総合的・広域的な危機
管理体制の確立のための「河川流域総合情報システム」を自ら
開発し、地方公共団体等へ全国的に提供を行っており、情報公
開についても行政的視野からの広範な知見を有していることか
ら、当業務を遂行できる唯一の機関である。
また、「河川流域総合情報システム」の著作権を保有している。
以上から、上記法人は業務の目的を確実に履行できる唯一の
法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約を行うものであ
る

その他のもの －（Ｈ１７年度限り）

7071 （財）日本気象協会
平成１７年度　気象状況提供業
務

松本秀應
四国地方整備局大渡ダム管理
所
高知県吾川郡仁淀川町高瀬３８
１５

平成17年4月1日 1,837,500

　上記法人は、気象情報の収集・処理・加工および調査研究、
技術開発を行っており、これらに関する高度な技術と豊富な経
験及び実績を有している。
　また、信用度の高い情報提供サービスのシステム及び機器を
整備しており、当業務を遂行できる唯一の機関である。
　よって、本業務契約締結に関しては、会計法第２９条の３号第
４項及び予決令第１０２条の４第３号の規程により、上記法人と
随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

(平成１９年度以降一
般競争入札に移行)

発注済み



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7072 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度　災害時の建設機
材確保に関する調査業務

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務
所
香川県高松市牟礼町牟礼1545

平成17年8月12日 6,562,000

業務の履行に当たっては、災害復旧用機械及び資材に関して
総合的な経験と専門知識が必要であり、また業務内容より営
利を目的としない公平・中立性が求められる。
（社）日本建設機械化協会は、建設事業の機械化を推進し、
もって国土開発と経済発展に寄与することを目的に、建設行政
を補完する機関として設立された公益法人である。
当法人は、建設機械の調査研究に関する豊富な経験と幅広い
専門知識を有する技術者を保有しているとともに、建設大臣の
認定を受け建設技術審査証明協議会の会員として民間の技術
力を公平・中立の立場で評価するために厳格な服務規程が確
保されている。
よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

公募手続き
を導入

7073 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度　新技術活用検討
業務委託

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務
所
香川県高松市牟礼町牟礼1545

平成17年11月10日 10,500,000

　本業務の履行にあたっては、建設機械の機能及び施工実態
並びに機械損料等について十分な知識と、機械化施工に関す
る調査・解析等について、豊富な経験と総合的な技術力を必要
とする。
　また、業務内容が私企業において開発された工法の適性技
術の選定、および積算基準に関することから、営利を目的とし
ない公平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
　（社）日本建設機械化協会は、建設事業の機械化を推進し国
土開発と経済の発展に寄与することを目的に、建設行政を補
完する機関として設立された唯一の公益法人である。
　当法人は、建設機械化施工の調査研究及び改良等に関する
豊富な経験と幅広い専門知識を有する技術者を多数確保して
いるとともに、建設業及び建設機械メーカ等における機械化施
工に関する情報を常に蓄積し、機械化施工を中心とした設計・
施工上の技術指導を行う機関でもある。
　また、建設大臣の認定を受け建設技術審査証明協議会の会
員として、民間の技術力を主体とした先端技術の審査証明を
行っており、公平・中立的な業務遂行に対処できる厳格な服務
規程が確保されている。
　以上より、（社）日本建設機械化協会は、新技術の活用検討
業務で、豊富な情報収集能力、特定の経験、知識等を有し、か
つ中立性、公平性を有しており、本業務を遂行できる唯一の機
関である。
　よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの（企画競争

に移行）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7074 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度　維持用建設機械
のユニット化検討業務委託

河渕　久
四国地方整備局四国技術事務
所
香川県高松市牟礼町牟礼1545

平成17年6月9日 28,035,000

　本業務の履行にあたっては、建設機械の機能及び施工実態
並びに機械損料等について十分な知識と、機械化施工に関す
る調査・解析等について、豊富な経験と総合的な技術力を必要
とする。
　また、業務内容が私企業において開発された工法の適性技
術の選定、および積算基準に関することから、営利を目的とし
ない公平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
　（社）日本建設機械化協会は、建設事業の機械化を推進し国
土開発と経済の発展に寄与することを目的に、建設行政を補
完する機関として設立された唯一の公益法人である。
　当法人は、建設機械化施工の調査研究及び改良等に関する
豊富な経験と幅広い専門知識を有する技術者を多数確保して
いるとともに、建設業及び建設機械メーカ等における機械化施
工に関する情報を常に蓄積し、機械化施工を中心とした設計・
施工上の技術指導を行う機関でもある。
　また、建設大臣の認定を受け建設技術審査証明協議会の会
員として、民間の技術力を主体とした先端技術の審査証明を
行っており、公平・中立的な業務遂行に対処できる厳格な服務
規程が確保されている。
　以上より、（社）日本建設機械化協会は、新技術の活用検討
業務で、豊富な情報収集能力、特定の経験、知識等を有し、か
つ中立性、公平性を有しており、本業務を遂行できる唯一の機
関である。

よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

公募手続き
を導入

7075 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度　橋梁検査業務委
託

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務
所
香川県高松市牟礼町牟礼1545

平成17年7月4日 52,710,000

　本業務は、こうした社会的要請に対応して適切かつ効率的な
橋梁管理を行うことを目的に、各種橋梁点検計画（案）の策定、
橋梁点検車に対する教育・指導、対策区分の判定等の検査や
補修・補強方法の提案等を行うとともに、これらの記録を一元
的に管理する橋梁、施工、点検手法・検査技術、補修・補強方
法等、橋梁に関する総合的かつ高度な知識と豊富な経験を有
していることが必要である。
また、検査に際しては、補修等の時期を判定することから、橋
梁に関する技術的知見に加えて行政的知見も必要であり、公
平中立の立場の者が行う必要がある。
（財）海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋その他の橋梁に関す
る技術、経済、環境その他の問題についての調査研究、知識
の普及等を行い、橋梁事業の円滑な発展を図ることにって、国
民経済の発達と国民生活の向上に寄与することを目的とした
財団で、道路橋の保全に関する高度な技術と豊富な実績を有
する（財）道路保全技術センターの橋梁部門を平成１６年度に
移管し発足した組織であることから、道路橋に係わる調査・管
理業務の高度な知識・技術・情報と豊富な経験を有する唯一の
公益法人であり、本業務に必要な上記能力を有する者は、
（財）海洋架橋・橋梁調査会において他にない。
　よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号の規定により、上記財団法人と随意契約を行う
ものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7076 （財）海洋架橋・橋梁調査会
平成１７年度　橋梁検査業務委
託（その２）

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務
所
香川県高松市牟礼町牟礼1545

平成17年8月26日 30,030,000

　本業務は、道路管理に係る高度な専門的技術を必要とする
業務であるため、道路管理分野の調査・計画・工事・管理等の
豊富な行政経験とその立場上営利目的としない公平・中立性
及び厳格な守秘義務が求められる。
　（財）道路保全技術センタ一は、道路保全の技術に関する調
査研究、開発等に関する事業を行い、効率的かつ合理的な保
全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献
し、国民生活の向上に寄与することを目的に、平成２年に設立
された財団法人である。
　当法人は、本業務の履行に必要不可欠な道路管理デ一タベ
一スシステムを開発し、著作権を保有している。
　そこで、本システムを十分熟知し、道路保全に係る豊富な技
術とノウハウを蓄積した行政経験を有する技術者を多数確保し
ているとともに、公平、中立的な業務遂行に対処できる厳格な
服務規律が確保されている。
　また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積し
た実績デ一タ等を基に独自の業務マニュアルを整備し管理技
術者研修及び調査・研究・技術開発等を継続的に行い、資質
の向上に努めている。
　さらに、業務の遂行にあたってはＩＳＯ９００１に登録をされた
「（財）道路保全センタ一品質マニュアル」を運用し、信頼性の
確保に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯
一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４項３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

公募手続き
を導入

7077 （財）先端建設技術センター
平成１７年度　新技術事後評価
マニュアル（素案）検討業務委託

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務
所
香川県高松市牟礼町牟礼1545

平成18年2月2日 8,085,000

　本業務の遂行にあたっては、従前の「公共工事における技術
活用システム」を熟知しているほか、建設技術に関する先端的
技術や新技術に係る動向および幅広い専門知識を有している
こと、評価対象となる技術を全国的・行政的な視座に立ち、公
平かつ中立的な立場で、客観的に的確に評価できることが必
要である。
　（財）先端建設技術センタ－は、建設事業に係わる先端的な
技術に関する調査研究、開発及び普及を図ることにより、国土
基盤整備の推進を図り、もって国民生活の安定と向上に資する
ことを目的として設立された公益法人であり、先端的な建設技
術の審査証明事業なども実施している。
　（財）先端建設技術センタ－は、先端建設技術及び高度な技
術の調査・研究及び普及に努めており、また、技術開発の推
進、開発技術の実用化への諸基準の調整、開発技術の適正な
評価、先端建設技術の 新情報の収集を行うなど、新技術の
評価に係る専門的かつ高度な技術力を有するとともに、「公共
工事等における技術活用システム」を熟知し、更に、開発技術
の評価に係る公平性・中立性を保持している。
　以上から、上記の法人は、本業務を確実かつ適切に履行でき
る唯一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第
１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。
　よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7078 （財）先端建設技術センター
平成１７年度　環境マネジメント
システムに係る調査検討業務委
託

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務
所
香川県高松市牟礼町牟礼1545

平成18年2月8日 2,310,000

　本業務の遂行にあたっては、国土交通省におけるＥＭＳの構
築に係る調査検討であることから、次の条件が必要となる。
公共事業におけるＥＭＳに精通していること。国土交通省の行
政システム及び国土交通省の所管事業内容に精通しているこ
と。　公共土木事業等の環境管理に関する卓越した広範な知
見を有していること。
　国土交通省に係るＥＭＳの構築、運営支援に豊富な経験を有
していること。　（財）先端建設技術センタ－は、建設事業に係
わる先端的な技術に関する調査研究、開発及び普及を図るこ
とにより、国土基盤整備の推進を図り、もって国民生活の安定
と向上に資することを目的として設立された公益法人であり、建
設事業に係る環境保全、改善等の調査研究も行っている。
（財）先端建設技術センタ－は、ＩＳＯ14001を適用したモデル事
業の導入方法等の検討支援及びＩＳＯ14001に沿ったＥＭＳを構
築し運用する「ＩＳＯ14001モデル」事業に対する各地方整備局
等の事務所に支援を行う等、公共事業におけるＥＭＳ及び国土
交通省の行政システムに精通し、環境管理に関する卓越した
広範な知見とＥＭＳ構築等に係る豊富な経験を有している。
以上から、上記の法人は、本業務を確実かつ適切に履行でき
る唯一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第
１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。　よって
会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7079 （株）デンソー
平成17年度　災害対策車両位置
情報提供

河渕　久
四国地方整備局四国技術事務
所
香川県高松市牟礼町牟礼1545

平成17年4月1日 2,692,293

　上記業者は、災害対策用機械に搭載された装置を使用して
位置情報を受信・配信する唯一の業者である。
　以上から、会計法第２９条の３第４項、及び予決令第１０２条
の４第３号に基づき随意契約を行うものである。 見直しの余地があ

るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（平
成１８年度契約では
随契で実施し、１９年
度以降、一般競争に

移行）

単価契約

7080 （財）道路保全技術センター
平成17年度　路面下空洞調査業
務委託

河渕　久
四国地方整備局四国技術事務
所
香川県高松市牟礼町牟礼1545

平成17年6月24日 53,550,000

　本業務は、空洞探査車による調査結果から異常信号の検出・
空洞可能性の把握及びボーリング調査・孔内観察に基づく空
洞の存在、発生原因の究明など空洞調査に関する専門知識が
必要であり、管内の陥没原因など豊富な知識と実績が求めら
れる特殊な業務である。（財）道路保全技術センターは、道路保
全の技術の関する調査研究、開発等に関する事業を行い、効
率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の
安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的
として設立された法人である。当法人は、過年度より同様の調
査を実施しており、探査機器の操作やデータの解析に専門的
な知識や技術を有しているとともに、管内の陥没事例、現場状
況に精通している。また、空洞探査マニュアル（案）を作成する
など、この分野における専門的かつ高度な技術力を有してい
る。以上により、（財）道路保全技術センターは、空洞調査に関
する特殊技術、経験等を保有していることから、本業務を遂行
できる唯一の機関である。　よって、会計法２９条の３第４項及
び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約
を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7081 （財）道路保全技術センター
平成17年度　透水性舗装調査業
務委託

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務
所
香川県高松市牟礼町牟礼1545

平成17年7月4日 13,755,000

本業務では、透水性舗装の機能の調査に関し豊富な経験と専
門的知識が求められる特殊な業務である。（財）道路保全技術
センターは、道路保全の技術の関する調査研究、開発等に関
する事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図
り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上
に寄与することを目的として設立された法人である。当法人
は、過年度より有識者による透水性舗装に関する検討会を開
催し、透水性舗装の技術や施工の調査・解析・追跡調査を実施
する等、この分野における専門的かつ高度な技術力を有してい
る。以上により、（財）道路保全技術センターは、透水性舗装に
関する特殊技術、データ等を保有していることから、本業務を
遂行できる唯一の機関である。　よって、会計法２９条の３第４
項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意
契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

公募手続き
を導入

7082 （財）道路保全技術センター 平成17年度　路面騒音調査業務

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務
所
香川県高松市牟礼町牟礼1545

平成17年8月12日 18,427,500

　本業務に使用する｢舗装路面騒音測定車｣は極めて精密かつ
高価な車両で、その取扱いには高度な技術を必要とし、測定し
たデータの解析にはシステムに精通していることはもとより、豊
富な技術と経験が求められる特殊な業務である。　(財)道路保
全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発
等に関する事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上
を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の
向上に寄与することを目的として設立された法人である。当法
人は｢舗装路面騒音測定車｣を開発し、路面騒音に関する研
究・取り組み等を継続的に実施しており、路面騒音の調査･解
析に高度な技術を有している。また、性能規定の審査に関して
四国地方整備局から唯一｢性能評価審査機関｣の指定を受け
ている。以上により、(財)道路保全技術センターは、路面騒音に
関する特殊技術を有しており、本業務を遂行できる唯一の機関
である。よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7083 （財）道路保全技術センター
平成17年度　舗装管理支援シス
テム管理運用業務委託

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務
所
香川県高松市牟礼町牟礼1545

平成17年12月27日 11,539,500

（財）道路保全技術センターは、本業務の実施に必要となる道
路施設管理データベースシステムを開発し、当該システムの著
作権を有するとともに、これまでの道路管理に関する幅広い知
識と経験を用いて当該システムの運用、機能更新、改善、保守
管理等を実施できる唯一の機関である。
全国約２万ｋｍの直轄国道の安全かつ効率的な維持管理を行
うにあたっては、当システムの活用が不可欠。（会計法第２９条
の３第４項）

18年度以降におい
て当該事務・事業
の委託等を行わな
いもの

－

7084 （財）道路保全技術センター
平成17年度　すべり抵抗値に関
する性能規定検討業務

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務
所
香川県高松市牟礼町牟礼1545

平成18年1月20日 6,615,000

本業務実施にあたっては、舗装に関する性能規定に関し、専門
的かつ高度な技術や知識及び豊富な経験が求められるほか、
既に施工済み舗装の性能評価につながることから公平・中立
的立場での履行が確保される必要がある。（財）道路保全技術
センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関
する事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図
り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上
に寄与することを目的として設立された法人である。当法人
は、四国地方整備局から「性能規定発注方式に関わる性能評
価審査機関」として指定されており、これまでもすべり抵抗値の
性能規定化の業務を継続して実施してきた専門的かつ高度な
技術や知識を有する機関である。以上により（財）道路保全技
術センターは、舗装の性能規定に関し、専門的かつ高度な技
術や知識並びに豊富な経験を有すると共に公平・中立な立場
から本業務を遂行できる唯一の機関である。よって会計法２９
条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（プ
ロポーザル・企画競

争を実施）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7085 （財）河川環境管理財団
平成17年度　ダイオキシン類精
度管理業務委託

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務
所
香川県高松市牟礼町牟礼1545

平成17年9月15日 4,200,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入

7086 （財）土木研究センター
平成17年度　木製防護柵の構造
に関する検討業務委託

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務
所
香川県高松市牟礼町牟礼1545

平成17年12月27日 30,450,000

　本業務は、特性が明らかにされていない木製防護柵に関して
学識経験者等による委員会を設置して、公平・中立な立場に立
ち、資料をとりまとめる必要がある特殊な業務である。財団法
人土木研究センターは、「土木に関する調査、試験及び研究の
促進に努めるとともにその成果の普及並びに国際技術協力の
推進をはかり、もって国土建設事業の発展向上に寄与するこ
と」を目的とした公益法人である。当法人は、「車両用防護柵性
能確認方法について(H10.11.5付建設省道路局道路環境課長
通達)」に基づく防護柵の実車衝突実験及び評価に関して実績
を有する唯一の機関であり、衝突実験及び防護柵の性能評価
と開発における技術的な提言を行える専門的かつ高度な技
術を有している。　以上により（財）土木研究センターは、防護
柵の実車衝突実験や実験結果を適正に判断・評価できる豊富
な経験･知識を持っており、委員会の公平・中立な運営を行うこ
とが可能であり、本業務を遂行できる唯一の機関である。よっ
て会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの（プロポー
ザル・企画競争を実

施）

7087 （株）四電技術コンサルタント
平成１７年度　四技技術情報提
供システム改良業務　一式

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務
所
香川県高松市牟礼町牟礼1545

平成17年8月12日 10,395,000

　本業務の履行にあたっては、既に構築されている四国技術情
報提供システムの使用が必要不可欠であり、また内容を十分
理解している必要がある。
　（株）四電技術コンサルタントは四国地盤情報提供システムの
著作権を所持し且つ、当該システムの構築に関わり、その内容
を熟知している。
　以上のことから、上記業者は、当該システムの著作権を持
ち、その内容を熟知していることから、本業務を遂行できる唯一
の業者である。
　よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
９年度以降、一般競

争に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7088 （株）四電技術コンサルタント システム機器外賃貸借 一式

河渕　久
四国地方整備局四国技術事務
所
香川県高松市牟礼町牟礼1545

平成17年4月1日 4,574,850

　現在、四国技術事務所で賃貸借しているシステム機器及び
研修設備機器は、（株）四電技術コンサルタントと契約してい
る。
　契約については単年度契約になっているが、契約単価につい
ては長期間の査定により単価を設定していることから、会計法
第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号を適用し随
意契約をするものである。

その他のもの
－

（随意契約によらざる
をえないもの）

7089 （財）日本緑化センター
平成１７年度自然環境育成調査
外業務委託

川崎　末和
四国地方整備局国営讃岐まん
のう公園事務所
香川県仲多度郡満濃町大字吉
野４２４３－１２

平成17年8月15日 22,050,000

本業務では、当公園の自然特性を十分に把握・理解するととも
に、希少動植物等の保全・育成技術及び自然資源の利活用方
策や市民参加型の管理運営及びその支援に関する高度かつ
専門的な技術力・知識等を有する事が求められる。（財）日本
緑化センターは、「緑化に関する総合的な調査研究、技術開
発、情報の収集・提供、緑化技術及び緑化思想等の普及指導
等の業務を行うことにより、緑化の円滑な推進を図り、もって国
民の生活環境の向上に資する」ことを目的に設立された公益法
人である。当法人は、これまでに、公園緑地等における自然環
境の調査・保全・育成・利活用及び管理運営に関する業務を数
多く手がけるとともに、種々の環境緑化に関する基準書や技術
解説書を作成しそのノウハウを提供しているほか、市民参加等
による環境教育活動の全国的な調査・分析を行い、その結果を
基にした環境教育の運営展開システムの研究等自然環境に関
する調査研究について総合的に取り組み、自然環境の保全・
育成・利活用及び市民参加型の管理運営支援に関する高度か
つ専門的な技術力・知識を有している。また、逆様池流域を中
心とした動植物等に関する調査を実施しており、当公園の自然
特性を十分に把握・理解している。以上により、（財）日本緑化
センターは、本業務の実施にあたって必要とされる高度かつ専
門的な技術力・知識はもとより、豊富な経験を有する本業務を
遂行可能な唯一の機関である。よって会計法第２９条の３第４
項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意
契約を行うものである。

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
９年度契約では、企
画競争を実施し、２０
年度以降、総合評価
による一般競争等に

移行）

7090 （株）四電技術コンサルタント
平成１７年度健康ゾーン設備実
施設計業務委託

川崎　末和
四国地方整備局国営讃岐まん
のう公園事務所
香川県仲多度郡満濃町大字吉
野４２４３－１２

平成17年10月21日 29,400,000

本業務は、プロポーザル方式により特定した業者と、会計法第
29条の3第4項及び、予算決算及び会計令第102条の4第3号に
より、随意契約を行うものである。 その他のもの

－
平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

7091 （社）四国建設弘済会
技術審査資料作成支援作業
（一式）

岡本誠一郎
四国地方整備局高知河川国道
事務所
高知市六泉寺９６－７

平成18年2月15日 982,800

当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者を
選定する際、価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助す
るものであり（上記積算補助業務と同じ）、仮に技術提案審査に
関する情報が漏洩した場合には、適正な競争が阻害され、国
の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務がか
かった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。こ
の業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場は
もちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機
密保持の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（19年度から一般競
争入札等に移行）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7092 （社）四国建設弘済会
筆山歩道橋工事資料作成（１
式）

岡本誠一郎
四国地方整備局高知河川国道
事務所
高知市六泉寺９６－７

平成18年2月6日 767,550

既存の資料に基づいて、筆山歩道橋工事の概算事業費を四国
地方整備局の手法で算出するために必要な資料の収集及び
整理を行うものである。本作業の履行にあったては、四国地方
整備局の行政行為の補助に係る公共性の高い作業であるた
め、公共土木工事における調査・計画・積算・監督・検査・管理
等の豊富な行政経験とその立場上営利目的としない公平・中
立性及び厳格な守秘義務が求められる。（社）四国建設弘済会
は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与するとともに、国
土開発の発展に資することを目的に、昭和43年に設立された
公益法人である。当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四
国地方整備局に係る調査・計画・積算・監督・検査・管理等の豊
富な行政経験を有する技術者を多数確保しているとともに、公
平・中立的な業務遂行に対処できる厳格な服務規律が確保さ
れている。また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るた
め、蓄積した実績データ等を基に独自の業務マニュアルを整備
し「管理技術者研修」等を継続的に行い資質の向上に努めてい
る。さらに、ISO9001に登録された「（社）四国建設弘済会品質マ
ニュアル」を運用し信頼性の確保に努めている。以上から、上
記法人は本作業内容の目的を確実に履行できる唯一の法人で
あり、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号に
基づき随意契約を行うものである。

その他のもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

7093 （社）四国建設弘済会 河ノ瀬改良工事資料作成（１式）

岡本誠一郎
四国地方整備局高知河川国道
事務所
高知市六泉寺９６－７

平成18年3月10日 768,600

既存の資料に基づいて、河ノ瀬改良工事の概算事業費を四国
地方整備局の手法で算出するたあに必要な資料の収集及び
整理を行うものである。
本作業の履行にあったては、四国地方整備局の行政行為の補
助に係る公共性の高い作業であるため、公共土木工事におけ
る調査・計画・積算・監督・検査・管理等の豊富な行政経験とそ
の立場上営和目的としない公平・中立性及び厳格な守秘義務
が求められる。
（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の進展
に寄与するとともに、国土開発の発展に資することを目的に、
昭和43年に設立された公益法人である。
当法人は、本業務の履行に必要不可欠な四国地方整備局に
係る調査・計画・積算・監督・検査・管理等の豊富な行政経験を
有する技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業
務遂行に対処できる厳格な服務規律が確保されている。また、
職員の専門的な技術と知識の研鐸を図るため、蓄積した実績
データ等を基に独自の業務マニュアルを整備し「管理技術者研
修」等を継続的に行い資質の向上に努めている。さらに、
ISO9001に登録された「（社）四国建設弘済会品質マニュアル」・
を運用し信梼性の確保に努めている。
以上から、上記法人は本作業内容の目的を確実に履行できる
唯一の法人であり、会計法第29条の3第4項及び予決令第102
条の4第3号に基づき随意契約を行うものである。

その他のもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7094 （社）四国建設弘済会
平成１７年度　技術者等給与実
態調査（一式）

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-
52

平成17年10月28日 756,000

本業務は、設計及び測量・調査業務の積算に用いる技術者基
準日額を算定する基礎　資料とするため、各企業において作成
した技術者給与実態調査票を給与台帳等と照合　し回収する
ものである。本業務の履行にあたっては、各企業の給与支払い
実態、技術　者個人の給与等の情報を取り扱うため相手方に
は厳格な守秘義務の厳守及び高い公平　・中立性が求められ
る。（社）四国建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の発
展に　寄与するとともに、国土開発の発展に寄与することを目
的に、昭和４３年に建設行政　を補完する機関として設立され
た公益法人である。上記法人は本業務の履行に必要な　守秘
義務及び公平・中立的な業務遂行に対処できる厳格な服務規
律が確保されている。　　以上から、上記法人は本業務の目的
を確実に履行できる唯一の法人であり、会計法　第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行
うもので　ある。

見直しの余地があ
るもの

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

7095 （社）四国建設弘済会 ふるーぶめいと会議運営作業

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島県徳島市上吉野町３－３５

平成17年4月14日 13,860

本作業は当事務所広報誌ふる～ぶのレポーターとして委嘱し
たふる～ぶめいとの研修を目的とした会議を運営するものであ
る。広報誌のレポーターとして、また、イベントの体験も考慮し
た研修プログラムの立案が必要である。（社）四国建設弘済会
は上記運営において経験、実績を有している法人であり、本作
業の目的を履行できる唯一の機関である。そのため、会計法第
２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき随意
契約を行うものである。

その他のもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの

7096 （社）四国建設弘済会 ふるーぶめいと会議運営作業

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道
事務所
徳島県徳島市上吉野町３－３５

平成17年10月30日 8,663

 本作業は当事務所広報誌ふる～ぶのレポーターとして委嘱し
たふる～ぶめいとの研修を目的とした会議を運営するものであ
る。広報誌のレポーターとして、また、イベントの体験も考慮し
た研修プログラムの立案が必要である。（社）四国建設弘済会
は上記運営において経験、実績を有している法人であり、本作
業の目的を履行できる唯一の機関である。そのため、会計法第
２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき随意
契約を行うものである。

その他のもの

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業の委託等を行わな

いものとしたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7097 （社）九州地方計画協会
平成１７年度九州地方整備局研
修実施検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年4月1日 10,594,500

本業務の遂行にあたっては、①行政に近い公平・中立な視点
及び②九州地方整備局が進める社会資本整備の推進に向け
た施策検討能力を有していることが研修を実施するうえで必
要。
九州地方計画協会は、公共性・公平性・中立性を有し、高い施
策検討能力を有し、豊富な知識、経験、実績を有する唯一の機
関。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7098 （社）九州地方計画協会
平成１７年度　河川整備計画等
資料整理業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－８

平成17年4月1日 12,127,500

　本業務の遂行にあたっては、河川事業等の計画に関する知
識や建設事業に関する過去の経験・実績及び知識が必要であ
る。また、経験豊富な人材が要求され、当該業務に関する内容
について、特に秘密保持に信頼性が高くなければならなく、中
立的立場を維持できることが必要である。
  （社）九州地方計画協会は、公共事業に関する企画、調査、
計画を行い、社会資本の整備拡充と公共事業の円滑な推進に
協力し、もって地域の発展に寄与することを目的として設立され
た法人であり、河川行政等の公共性の高い情報の集積や公共
事　　　業の推進方策の調査研究及び建設事業に関する業務
に関して経験豊富な人材を有している唯一の機関である。
　特に本業務に関連する業務として、治水事業等国土保全に
関する業務等の実績があり、本業務の履行にあたっての知識・
経験・技術力を十分有していると判断できる。
　以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、（社）九州地方計画協会が唯一の契約相手と判断するもの
である。
　（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7099 （社）九州地方計画協会
平成１７年度水辺だより企画編
集

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－９

平成17年5月13日 7,665,000

　本業務の遂行にあたっては、河川行政について、現在の取り
組みと今後の方向性を広く住民にＰＲするとともに流域の住民
及び団体からの情報発信や河川行政への意見などを企画編
集する能力が必要である。
　更に、河川行政の取り組みと今後の方向性や関心ある住民
団体の活動状況など、公共性の高い情報に精通していること、
編集委員会、モニター会議の事務局としての円滑な運営能力
を有することが必要となる。
　 （社)九州地方計画協会は、河川の調査、研究及び公共事業
に関する企画調整を行い社会資本の整備充実と公共事業の
円滑な推進に協力し、もって地域の発展に寄与することを目的
に設立されたものであり、住民の行政ニーズを把握し河川行政
等の公共性の高い情報の集積や公共事業の推進方策の調査
研究事業を実施するとともに、九州管内の河川を活動のフィー
ルドとする住民団体等の活動を熟知し、また、これらの団体と
のネットワークも有している法人である。また、九州地方整備局
主催の河川に関する各種専門家会議の企画運営を行うなど会
議の円滑な運営能力を有している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7100 （社）九州地方計画協会
九州地方の河川整備資料収集
整理

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－９

平成17年9月26日 7,350,000

本業務の遂行にあたっては、河川行政・河川整備関係に熟知
していること、河川整備に関するノウハウ等について豊富な知
識と経験を有していること、及び九州全体にわたる河川の地域
特性並びに川づくり情報を有していることが必要不可欠であ
る。また、現在の「九州の河川特性」は当法人が昭和56年度に
作成後、昭和60年12月に更新しており、今回再度更新するうえ
で過去のデータ及び当時の知見、並びに近年の河川行政の動
きに関する知見を有することが重要である。更には九州の直轄
２０水系の特徴や課題、改修の歴史等を中立の立場でとりまと
める必要がある。
今回、契約締結しようとする上記業者は、長年に渡り九州の河
川・ダム事業の推進における検討や資料収集整理及び地域計
画と川づくりの関係等の資料整理に従事し「九州の河川特性」
のデータを保有し、その知見を有する唯一の相手である。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

7101 （社）九州建設弘済会
平成１７年度　技術管理情報整
理業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－９

平成17年4月1日 12,180,000

本業務で取り扱うデータは、指名情報を始めとする企業情報、
工事及び業務の発注予定情報であり、それらを用いたとりまと
め結果は、技術審査関係業務に使用されるため、公平性・中立
性と高い機密性の保持が必要（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7102 （社）九州建設弘済会
平成１７年度契約関係事務補助
業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－９

平成17年4月1日 3,885,000

資格審査に関する関係法規及び申請書等の内容に精通し、か
つ申請内容に関する非公表部分や契約関係書類等の機密が
保持される必要があり、また中立性・公平性が求められる。そ
の要件を満たす唯一の法人であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

7103 （社）九州建設弘済会
第４回小・中学生「私たちの川」
壁新聞コンテスト実施業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－９

平成17年4月1日 7,245,000

　本業務の実施にあたっては、河川行政・河川愛護関係に熟知
していること、河川愛護に関する広報等について豊富な知識と
経験を有していることが必要不可欠である。
　（社）九州建設弘済会は、「建設行政の推進と建設事業の進
展に寄与し、もって国土開発の発展に資すること」を目的として
設立されており、建設事業普及のための広報活動、建設事業
施行の調査研究に関する事業、講演会・研究会その他催物等
の開催を数多く行っており本業務の主旨・目的を十分に熟知し
ている。
　またこれまでに、九州地方整備局発注の第１回、第２回、第３
回「小・中学生『私たちの川』壁新聞コンテスト」を実施し、河川
愛護及び広報に関する豊富な知識と経験を有していることか
ら、学校や審査員等に本業務の主旨・目的を正確に伝える事
が可能であり、審査会、表彰式及び作品展の運営も円滑に実
施できる。
　さらに、福岡市だけでなく九州各地に支所を構えており、企画
の対象となる学校の規模、地域ごとの特色などを十分把握して
おり、これらに対しより幅広いＰＲ活動を行って、企画の趣旨や
目的を的確に伝える事が可能である。併せて実施を希望する
学校の問い合わせ等に対しても、敏速な対応が可能であり、発
注者の意図する成果を得ることできる唯一の法人である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

①１８年度以降にお
いて当該事務・事業
の委託等を行わない
ものとしたもの
（2,245,000円）
②一般競争入札等に
移行したもの
（5,000,000円）

7104 （社）九州建設弘済会
証拠書編纂業務委託（単価契
約）

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－９

平成17年4月5日 7,086,240

本業務の遂行にあたっては、多数の個人情報を含む文書を扱
うことから、情報の漏洩には細心の注意を払う必要があるた
め、契約の相手方は相当の信頼性を備えていなければならな
い。また、会計法及び計算証明規則に基づき編纂しなければな
らず、前記の法令等に熟知し、やり直し等による提出遅延がな
いよう適切に処理できる能力が必要である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

単価契約
5,040円



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7105 （社）九州建設弘済会
平成１７年度九州地方整備局文
書整理業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－９

平成17年6月24日 15,750,000

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

7106 （社）九州建設弘済会 事務職員名簿外１件印刷

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－９

平成17年11月7日 1,734,600

本業務は、職員の学歴、異動、昇格、研修等の人事関係デー
タが記載された名簿の印刷である。
そのためには、絶対的な秘密の保持が必要であり、特に信頼
度の高い業者が必要。
九州建設弘済会は、特に信頼度が高く、過去多くの秘密保持
の実績があるため。さらに、中立性・公平性が求められる。その
要件を満たす唯一の法人であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7107 （社）九州建設弘済会
平成１７年度　建設技術情報整
理システム改良業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－９

平成18年2月21日 1,995,000

本業務の実施にあたっては、当該ｼｽﾃﾑが工事発注に伴う業者
選定作業に関連するものであるため、高い機密性が求められ
るとともに、プログラム改良であることから当該プログラムの内
容を熟知している必要がある。さらに、円滑且つ確実にプログ
ラムの改良を行うため、当該システムの操作環境を熟知してい
ることが必要である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7108 （財）日本気象協会
平成１７年度　気象情報提供業
務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－９

平成17年4月1日 11,760,000

防災業務を迅速かつ的確に遂行するための気象情報提供業
務であり、九州内各地区毎の詳細な予測情報をリアルタイムに
提供できるシステムを保有し、障害時にも迅速な復旧体制を有
する必要がある。当協会は長年の実績もあり、これらの要件を
満たす唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）

7109 （財）建設物価調査会
平成１７年度　建設資材価格提
供（その２）

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０

平成17年4月1日 3,654,000
「建設物価及び材料単価データベース」を発行・作成している唯
一の機関である（会計法第２９条の３第４項） その他のもの －

7110 （財）経済調査会
平成１７年度　建設資材価格提
供（その１）

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０

平成17年4月1日 6,247,500
「積算資料及び材料単価データベース」を発行・作成している唯
一の機関である（会計法第２９条の３第４項） その他のもの

一
(随意契約によらざる
を得ないもの)

7111
（財）建設業情報管理セン
ター

建設業情報管理システム電算処
理業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－９

平成17年4月1日 1,996,325

　本業務は、建設業許可事務等を行う国土交通省（地方支分
部局及び沖縄総合事務局）及び都道府県（以下「許可行政庁」
という。）が、同一のデータベースに自らが許可した建設業者に
係る技術者等のデータを登録することで、
①　建設業者間における技術者の名義貸し等を防止する
②　建設業者の許可情報等を許可行政庁間で共有する
ことにより、建設業者に対する指導監督業務を適正に行う
こと等を目的とするものであり、すべての許可行政庁が同一の
システムを活用して行う必要がある。
　左記財団法人の建設業情報管理システムは、上記目的のた
めに、国土交通省及び４７都道府県が取り決めの上構築され
たシステムであり、左記財団法人を唯一の契約先とせざるを得
ない。（会計法第２９条３第４項）

その他のもの
一
(随意契約によらざる
を得ないもの)

単価契約
システム基
本料：52,500
円
建設業許可
電算処理料：
3,885円
経営事項審
査電算処理
料：670円



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7112 （財）河川情報センター 平成１７年度河川情報提供業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－９

平成17年4月1日 1,260,000

　本業務の遂行にあたっては、危機管理の観点から、河川の流
域情報の有用性が評価されており、生活の安全性に対する社
会的要請に対応するためには、正確な河川情報　　をいち速く
入手するかが災害対策上、 も必要となる。
　　財団法人河川情報センタ－は①河川・流域情報の収集、処
理、加工、解析、保管及び提供に関する調査研究及び技術開
発を行うことにより情報管理及び情報提供の手法を確立し②そ
の成果を広く国、地方公共団体その他の防災関係機関及び国
民社会に提供するとともに③その活用の促進を図り、もって水
災害による被害の軽減及び危機管理並びに河川の適正な管
理及び利用の増進に資することを目的に設立された法人であ
り、本業務において信頼度の高い河川情報を完備し、提供でき
る機関は当財団しかない。
　以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、財団法人河川情報センタ－が唯一の契約相手と判断する
ものである。
 （会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－
（１７年度限）

7113
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度　工事及び測量調
査設計業務実績情報提供業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－９

平成17年4月1日 7,560,000

工事・業務実績、技術者データ等の情報を持っている唯一の機
関である（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの ー

7114
（財）不動産適正取引推進機
構

宅地建物取引業免許事務等電
算処理業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－９

平成17年4月1日 1,562,583

　宅地建物取引業免許事務等処理システム（以下「システム」と
いう。）は、宅地建物取引業免許等審査事務を全国オンライン
ネットワーク化して免許（大臣、知事・業者）、登録（知事、取引
主任者）の厳正化、迅速化を図ろうとするものであり、具体的に
は、国土交通大臣免許については、総合政策局不動産業課に
設置する端末機から、個別の審査事項を入力し、ＮＴＴの通信
回線で中央のコンピュータにつなぎ、効率的なデータ処理を行
うとともに、入力情報の相互チェックにより免許審査を行おうと
するものである。
　財団法人不動産適正取引推進機構は、本システムの開発を
行い、システムのハード・ソフトの両面に習熟しており、また、シ
ステムの運用・管理について、宅地建物取引業免許権者間（国
土交通省及び都道府県）において同財団を「管理・運営機関」と
する取り決めがされていることから、本業務を処理させることの
できる唯一の団体である。よって、同財団と随意契約するもの
である。（会計法第２９条３第４項）

その他のもの
一
(随意契約によらざる
を得ないもの)

7115
（財）不動産適正取引推進機
構

宅地建物取引業・建設業者等閲
覧システム電算処理業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－９

平成17年4月1日 3,016,437

　宅地建物取引業・建設業者等閲覧システム（以下「システム」
という。）は、　宅地建物取引業者名簿、建設業許可業者名簿
をオンラインネットワーク化して閲覧を行うシステムであり具体
的には、総合政策局不動産業課に設置する端末機から、各地
方整備局等におかれている業者名簿を閲覧するシステムであ
る。
　財団法人不動産適正取引推進機構は、本システムの開発を
行い、システムのハード・ソフトの両面に習熟しており、また、本
システムと一体的な管理・運営を行っている宅地建物取引業免
許事務等処理システムの運用・管理について、宅地建物取引
業免許権者間（国土交通省及び都道府県）において同財団を
「管理・運営機関」とする取り決めがされていることから、本業
務を処理させることのできる唯一の団体である。よって、同財団
と随意契約を行うものである。（会計法第２９条３第４項）

その他のもの
一
(随意契約によらざる
を得ないもの)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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7116 （財）建設業技術者センター 平成１７年度企業情報提供業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－９

平成17年4月1日 3,150,000

データベース化された工事関係業者に関する企業情報データ
の提供を受けるものだが、当該企業データを有する唯一の法
人であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に企画競
争に移行すべく準備
を進める）

公募手続き
を導入

7117 （財）交通統計研究所
Ｈ１７センサスＯＤ調査対象営業
用車抽出・実査作業

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－９

平成17年7月13日 25,714,500

営業車や路線バス等に関する届出及び検査申請等に関する
調査・分析や調査統計の総合的なデータを唯一所有している。
（会計法第２９条の３第４項） 問題があるもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

7118
（社）全国軽自動車協会連合
会

Ｈ１７センサスＯＤ調査対象軽自
動車抽出作業

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－９

平成17年8月5日 2,835,000

軽自動車に関する届出及び検査申請等に関する調査・分析や
調査統計の総合的なデータを唯一所有している。（会計法第２
９条の３第４項） 問題があるもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

7119 （財）自動車検査登録協力会
Ｈ１７センサスＯＤ調査対象自動
車抽出作業

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－９

平成17年7月12日 3,349,500

普通自動車に関する届出及び検査申請等に関する調査・分析
や調査統計の総合的なデータを唯一所有している。（会計法第
２９条の３第４項） 問題があるもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

7120 （財）道路保全技術センター
平成１７年度九州「道の相談室」
相談受付窓口業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－９

平成17年4月1日 46,935,000

国民からの道路に関する各種の問い合わせ・意見・苦情等の
相談に対し行政的立場で適切に対応するためには、道路行政
に関する各種法令・道路保全全般に精通し、公平・中立かつ相
談情報について高い機密性の保持が必要不可欠であり、当法
人は本業務を円滑に遂行できる唯一の契約相手と判断され
る。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7121
（財）日本デジタル道路地図
協会

平成１７年度デジタル道路地図
データベース更新業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－９

平成18年3月6日 54,075,000

当協会は1989年よりデータベースの整備・更新を行っており、
使用する全国統一の標準（全国デジタル道路地図ＤＢ標準及
び道路関係ＤＢ標準（案））の著作権を有しており、高度な知識
と総合的な技術力を有している。（会計法第２９条の３第４項） その他のもの

一
(随意契約によらざる
を得ないもの)

7122 （社）北部九州河川利用協会 河川管理補助業務

井山　聡
九州地方整備局　筑後川河川事
務所
久留米市高野１丁目２番１号

平成17年4月1日 32,025,000

　本業務の遂行にあたっては、河川管理全般に関する知識は
もちろん管理の経験実績が必要と同時にその業務内容から筑
後川・矢部川の形態・特性に精通していることが重要となる。ま
た第三者に対し中立的立場で業務を遂行することが必要であ
る。社団法人北部九州河川利用協会は、「河川愛護、河川の
高度利用及び河川環境の整備を図り、もって地域社会の健全
な発展に寄与する。」ことを目的として設立された社団法人で、
この目的達成のため河川管理業務の受託を事業としており河
川管理に関する知識経験が豊富であり、また筑後川・矢部川の
形態・特性に精通している。
　以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、社団法人北部九州河川利用協会が唯一の契約相手と判
断するものである。
　（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7123 （社）北部九州河川利用協会 管内平常時河川巡視業務

井山　聡
九州地方整備局　筑後川河川事
務所
久留米市高野１丁目２番１号

平成17年4月1日 47,250,000

　本業務の遂行にあたっては、河川管理全般に関する知識は
もちもん管理の経験実績が必要と同時にその業務内容から筑
後川・矢部川の形態・特性に精通していることが重要となる。ま
た第三者に対し中立的立場で業務を遂行することが必要であ
る。社団法人北部九州河川利用協会は、「河川愛護、河川の
高度利用及び河川環境の整備を図り、もって地域社会の健全
な発展に寄与する。」ことを目的として設立された社団法人でこ
の目的達成のため河川管理業務の受託を事業としており河川
管理に関する知識経験が豊富であり、また筑後川・矢部川の形
態・特性に精通している。
　以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、社団法人北部九州河川利用協会が唯一の契約相手と判
断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7124 （社）北部九州河川利用協会 調査計画資料作成等補助業務

井山　聡
九州地方整備局　筑後川河川事
務所
久留米市高野１丁目２番１号

平成17年4月11日 15,750,000

調査計画資料作成の補助作業においては、河川行政、筑後
川･矢部川の基礎情報及び事務所業務に対しての知識が必要
である。また、作成途上資料については機密の保持が不可欠
である。
(社)北部九州河川利用協会は、河川行政全般、筑後川・矢部
川の基礎情報及び事務所業務に精通するとともに情報管理の
信頼度が高い唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7125 （社）北部九州河川利用協会
筑後川・矢部川水質汚濁対策連
絡協議会関連業務

井山　聡
九州地方整備局　筑後川河川事
務所
久留米市高野１丁目２番１号

平成17年4月15日 7,770,000

　本業務の遂行にあたっては、筑後川及び矢部川水系流域内
の関係自治体及び市民団体との連絡・調整等、行政上の豊富
な知識や経験が必要であること。また、流域内のさまざまな情
報に精通していることが要求される。さらに、国・県・地方自治
体及び市民団体等の情報を取り扱うことにより厳格な情報管理
が求められる。
　上記法人は、「河川愛護、河川の高度利用、及び河川環境の
整備を図り、もって地域社会の健全な発展に寄与する」ことを
目的に設立された社団法人である。本法人は、筑後川及び矢
部川における関係自治体・市民団体との連絡・調整や河川の
利用状況・河川形態把握などの情報に熟知していること。ま
た、当事務所が保有する各種資料を数多く取り扱った実績を持
ち、厳格な情報管理が確認されているなど実績があり、本業務
の遂行にあたっての調整能力・知識・経験を十分有していると
判断される。
　以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行できるのは北
部河川利用協会が唯一の相手方と判断するものである。
　（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

7126 （社）北部九州河川利用協会
筑後川・矢部川洪水時等河川巡
視業務

井山　聡
九州地方整備局　筑後川河川事
務所
久留米市高野１丁目２番１号

平成17年4月20日 7,770,000

　本業務の遂行にあたっては、河川管理全般に関する知識は
もちもん管理の経験実績が必要と同時にその業務内容から洪
水時等の筑後川・矢部川の形態・特性に精通していることが重
要となる。社団法人北部九州河川利用協会は、「河川愛護、河
川の高度利用及び河川環境の整備を図り、もって地域社会の
健全な発展に寄与する。」ことを目的として設立された社団法
人でこの目的達成のため河川管理業務の受託を事業としてお
り河川管理に関する知識経験が豊富でありまた洪水時等の筑
後川・矢部川の形態・特性に精通している。
　以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、社団法人北部九州河川利用協会が唯一の契約相手と判
断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7127 （社）北部九州河川利用協会 堰等管理補助業務

井山　聡
九州地方整備局　筑後川河川事
務所
久留米市高野１丁目２番１号

平成17年4月20日 8,379,000

　本業務の遂行にあたっては、河川管理全般に関する知識は
もちもん管理の経験実績が必要と同時にその業務内容から筑
後川・矢部川の形態・特性に精通していることが重要となる。
　　社団法人北部九州河川利用協会は、「河川愛護、河川の高
度利用及び河川環境の整備を図り、もって地域社会の健全な
発展に寄与する。」ことを目的として設立された社団法人でこの
目的達成のため河川管理業務の受託を事業としており河川管
理に関する知識経験が豊富で堰水門操作補助の実績もあり、
また筑後川・矢部川の形態・特性に精通している。
　以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、社団法人北部九州河川利用協会が唯一の契約相手と判
断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7128 （社）北部九州河川利用協会
河川・海岸調査計画資料整理業
務

井山　聡
九州地方整備局　筑後川河川事
務所
久留米市高野１丁目２番１号

平成17年11月1日 9,765,000

資料の分類整理にあたって、河川行政、筑後川・矢部川の基礎
情報及び事務所業務の変遷・内容について熟知している必要
がある。
(社)北部九州河川利用協会は、河川行政全般、筑後川・矢部
川の基礎情報及び事務所業務の変遷・内容に精通する唯一の
機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

7129 （社）九州建設弘済会
筑後川河川事務所管内監督補
助業務

井山　聡
九州地方整備局　筑後川河川事
務所
久留米市高野１丁目２番１号

平成17年4月1日 69,877,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7130 （社）九州建設弘済会 用地補償技術補助業務

井山　聡
九州地方整備局　筑後川河川事
務所
久留米市高野１丁目２番１号

平成17年4月14日 11,550,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7131 （社）九州建設弘済会
平成１７年度　筑後川河川事務
所文書整理業務

井山　聡
九州地方整備局　筑後川河川事
務所
久留米市高野１丁目２番１号

平成17年9月14日 13,755,000

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7132 （財）河川環境管理財団 川の指導者養成講習会運営

井山　聡
九州地方整備局　筑後川河川事
務所
久留米市高野１丁目２番１号

平成17年10月31日 5,355,000

本業務の検討に当たっては、河川環境教育が先進的な取り組
みであることから、河川環境教育に関する豊富な経験、知識、
ノウハウ、国内外の実施状況、事例の情報を有していること、
「子どもの水辺再発見プロジェクト」の事務局である「子どもの
水辺サポートセンター」が設置され、これらを通じた様々なデー
タの蓄積や、市民団体、教育関係者等の意見を直接的に把握
できる情報収集能力が必要である。また、教育に関わる業務で
あることから、特定の主体に偏ることなく、中立・公平性を持っ
て業務を推進できることが必要である。従って当該業務の遂行
が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（平成１９年度以降、
企画競争を実施）

7133 （社）九州地方計画協会
遠賀川河口堰夜間休日管理補
助業務

松木　洋忠
九州地方整備局　遠賀川河川事
務所
直方市溝堀１丁目１番１号

平成17年4月1日 32,970,000

  本業務の遂行にあたっては、国土交通省の行政事務に十分
精通し、堰の管理に関する諸基準や堰の持つ特性等の専門的
な知識が必要である。
　　また、経験豊富な人材が要求され、行政行為の補助に関わ
る業務であることから機密の保持等が必要であるとともに、公
平・中立な立場であることが必要不可欠である。
　　（社）九州地方計画協会は、「九州地方における河川、道
路、ダム等の調査、研究、計画立案及び公共事業に関する企
画、調査、計画を行い、社会資本の整備拡充と公共事業の円
滑な推進に協力し、もって地域の発展に寄与すること」を目的と
して設立された法人であり、ダム等の技術に関し、相当の知識
と建設行政に関連する諸基準等を熟知した経験豊富な技術者
を多数有しているとともに、過去において堰等の管理補助の業
務実績を数多く有している。
　　以上のことから、本業務を円滑且つ的確に実施するには、
（社）九州地方計画協会が唯一の契約相手と判断するものであ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7134 （社）九州地方計画協会 河川管理資料整理業務委託

松木　洋忠
九州地方整備局　遠賀川河川事
務所
直方市溝堀１丁目１番１号

平成17年4月1日 13,125,000

本業務の遂行にあたっては、国土交通省の行政事務に十分精
通し、河川等の維持管理及び河川環境美化等に関する専門的
な知識が必要である。また、経験豊富な人材が要求され、行政
行為の補助に関わる業務であることから機密の保持等が重要
であるとともに、公平・中立な立場であることが必要不可欠であ
る。（社）九州地方計画協会は、「九州地方における河川、道
路、ダム等の調査、研究、計画立案及び公共事業に関する企
画、調査、計画を行い、社会資本の整備拡充と公共事業の円
滑な推進に協力し、もって地域の発展に寄与すること」を目的と
して設立された法人であり、河川等の調査、研究に関し、相当
の知識と建設行政に関連する諸基準等を熟知した経験豊富な
技術者を多数有しているとともに、過去において河川管理資料
整理の業務実績を数多く有している。以上のことから、本業務
を円滑且つ的確に実施するには、（社）九州地方計画協会が唯
一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7135 （社）九州地方計画協会
遠賀川の川づくりのあり方取りま
とめ業務

松木　洋忠
九州地方整備局　遠賀川河川事
務所
直方市溝堀１丁目１番１号

平成17年4月21日 2,835,000

　本業務を遂行するにあたっては、「魚が登りやすい川づくり」、
「多自然型川づくり」や「遠賀川水系河川整備計画の策定」等の
専門的な知識が必要である。また、水系内の各箇所の懸案事
項に適した専門家及び学識者との連携を持っていること等が必
要であるとともに、公平・中立な立場であることが必要不可欠で
ある。 さらに、今後の川づくりのあり方については治水や環境
とともに、利水（河川の利用）という視点も当然必要である。(社)
九州地方計画協会は、「九州における河川、道路、ダム等の調
査、研究、計画立案及び公共事業に関する企画、調査、計画を
行い、社会資本の整備拡充と公共事業の円滑な推進に協力
し、もって地域の発展に寄与すること」を目的として設立された
法人であり、河川等の調査、研究に関し相当の知識と建設行
政に関連する諸基準等を熟知した経験豊富な技術者を多数有
しているとともに、過去において九州流域連携会議の運営や九
州川のワークショップの協力開催、「〈河川と暮らし〉発見・再発
見プロジェクト専門家会議」の運営及び事務局を務めるなど、
各分野の専門家や学識者と連携する業務の実績を有してい
る。以上のことから、本業務を円滑かつ的確に実施するには
(社)九州地方計画協会が唯一の契約相手と判断する。（会計
法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

7136 （社）九州地方計画協会
遠賀川水系河川整備計画策定
に関する委員会運営等業務

松木　洋忠
九州地方整備局　遠賀川河川事
務所
直方市溝堀１丁目１番１号

平成17年11月1日 18,480,000

　本業務を遂行するためには、「遠賀川水系河川整備計画の
策定」について過去の経験・実績及び知識が必要であり、流域
内の各箇所の懸案事項に適した専門家及び学識経験者等と
の連携を持っていることが必要であるとともに、公平・中立な立
場であることが必要不可欠である。
（社）九州地方計画協会は、「九州地方における河川・道路・ダ
ム等の調査、研究、計画立案及び公共事業に関する企画、調
査、計画を行い、社会資本の整備拡充と公共事業の円滑な推
進に協力し、もって地域の発展に寄与すること」を目的として設
立された法人であり、河川等の調査、研究に関し相当の知識と
建設行政に関連する諸基準等を熟知した経験豊富な技術者を
多数有しているとともに、過去において九州流域連携会議の運
営や九州川のワークショップの協力開催「＜河川と暮らし＞発
見・再発見プロジェクト専門家会議」の運営及び事務局を務め
るなど、各分野の専門家や学識者との連携する業務の実績を
有している。
　以上のことから、本業務を円滑かつ的確に実施するには（社）
九州地方計画協会が唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

7137 （社）九州建設弘済会
遠賀川河川事務所管内監督補
助業務

松木　洋忠
九州地方整備局　遠賀川河川事
務所
直方市溝堀１丁目１番１号

平成17年4月1日 117,495,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7138 （社）九州建設弘済会
遠賀川河川事務所管内工事積
算資料作成補助業務

松木　洋忠
九州地方整備局　遠賀川河川事
務所
直方市溝堀１丁目１番１号

平成17年4月1日 48,300,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7139 （社）九州建設弘済会
遠賀川平常時河川巡視業務委
託

松木　洋忠
九州地方整備局　遠賀川河川事
務所
直方市溝堀１丁目１番１号

平成17年4月1日 39,900,000

本業務の遂行にあたっては、国土交通省の行政事務に十分精
通し、河川法等の専門的な知識が必要である。また、経験豊富
な人材が要求され、行政行為の補助に関わる業務であること
から機密の保持等が重要であるとともに、公平・中立な立場で
あることが必要不可欠である。（社）九州建設弘済会は、「建設
事業の円滑な推進を図り、もって国土開発の発展に寄与するこ
と」を目的として設立された法人であり、直轄河川の技術関係
及び管理に関し、相当の知識と建設行政に関連する諸基準等
を熟知した経験豊富な技術者を多数有しているとともに、過去
において平常時河川巡視、洪水時河川巡視の業務実績を数多
く有している。以上のことから、本業務を円滑且つ的確に実施
するには、（社）九州建設弘済会が唯一の契約相手と判断する
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7140 （社）九州建設弘済会 遠賀川管内技術資料作成業務

松木　洋忠
九州地方整備局　遠賀川河川事
務所
直方市溝堀１丁目１番１号

平成17年4月1日 26,775,000

本業務を遂行するにあたっては、国土交通省の行政事務に十
分精通し、河川法等の専門的な知識が必要である。
また、経験豊富な人材が要求され、行政行為の補助に関わる
業務であることから機密の保持等が必要であるとともに、公平・
中立な立場であることが必要不可欠である。
(社)九州建設弘済会は、「建設事業の円滑な推進を図り、もっ
て国土開発の発展に寄与すること」を目的として設立された社
団法人であり、直轄河川の技術に関し、相当の知識と建設行
政に関連する諸基準等を熟知した経験豊富な技術者を多数有
しているとともに、過去において技術資料作成の業務実績を数
多く有している。
以上のことから、本業務を円滑かつ的確に実施するには、(社)
九州建設弘済会が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7141 （社）九州建設弘済会 河川管理技術補助業務委託

松木　洋忠
九州地方整備局　遠賀川河川事
務所
直方市溝堀１丁目１番１号

平成17年4月1日 33,600,000

本業務の遂行にあたっては、国土交通省の行政事務に十分精
通し、河川法等の専門的な知識が必要である。また、経験豊富
な人材が要求され、行政行為の補助に関わる業務であること
から機密の保持等が重要であるとともに、公平・中立な立場で
あることが必要不可欠である。（社）九州建設弘済会は、「建設
事業の円滑な推進を図り、もって国土開発の発展に寄与するこ
と」を目的として設立された法人であり、直轄河川の技術関係
及び管理に関し、相当の知識と建設行政に関連する諸基準等
を熟知した経験豊富な技術者を多数有しているとともに、過去
において河川管理補助の業務実績を数多く有している。以上の
ことから、本業務を円滑且つ的確に実施するには、（社）九州建
設弘済会が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7142 （社）九州建設弘済会 洪水時等河川巡視業務委託

松木　洋忠
九州地方整備局　遠賀川河川事
務所
直方市溝堀１丁目１番１号

平成17年4月1日 2,100,000

本業務の遂行にあたっては、国土交通省の行政事務に十分精
通し、洪水時等の異常事態発生時に正確かつ迅速な状況判
断・情報伝達の対応が必要である。また、経験豊富な人材が要
求され、行政行為の補助に関わる業務であることから機密の保
持等が重要であるとともに、公平・中立な立場であることが必要
不可欠である。（社）九州建設弘済会は、「建設事業の円滑な
推進を図り、もって国土開発の発展に寄与すること」を目的とし
て設立された法人であり、直轄河川の技術関係及び管理に関
し、相当の知識と建設行政に関連する諸基準等を熟知した経
験豊富な技術者を多数有しているとともに、過去において洪水
時等河川巡視、平常時河川巡視の業務実績を数多く有してい
る。以上のことから、本業務を円滑かつ的確に実施するには、
（社）九州建設弘済会が唯一の契約相手と判断するものであ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7143 （社）九州建設弘済会 堤防等点検業務

松木　洋忠
九州地方整備局　遠賀川河川事
務所
直方市溝堀１丁目１番１号

平成17年5月18日 11,865,000

  本業務の遂行にあたっては、国土交通省の行政事務に十分
精通し、河川法等の専門的な知識や現地の状況・河川管理施
設等の構造を熟知し、異常の早期かつ的確な発見が出来る能
力が必要である。また、経験豊かな人材が要求され、行政行為
の補助に関わる業務であることから機密の保持等が重要であ
るとともに、公平・中立な立場であることが必要不可欠である。
（社）九州建設弘済会は、「建設事業の円滑な推進を図り、もっ
て国土開発の発展に寄与すること」を目的として設立された法
人であり、直轄河川の技術関係及び管理に関し、相当の知識
と建設行政に関する諸基準等を熟知した経験豊富な技術者を
多数有していとともに、過去において、河川巡視、堤防等点検
等の業務実績を数多く有しているとともに、過去において堤防
等点検の業務実績を数多く有している。以上のことから、本業
務をを円滑且つ的確に実施するには、（社）九州建設弘済会が
唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7144 （財）河川情報センター 河川情報提供業務

松木　洋忠
九州地方整備局　遠賀川河川事
務所
直方市溝堀１丁目１番１号

平成17年4月1日 1,260,000

　本業務の遂行にあたっては、危機管理の観点から、河川の流
域情報の有用性が評価されており、生活の安全性に対する社
会的要請に対応するためには、正確な河川情報をいち速く入
手するかが災害対策上、 も必要となる。
（財）河川情報センタ－は①河川・流域情報の収集、処理、加
工、解析、保管及び提供に関する調査研究及び技術開発を行
うことにより情報管理及び情報提供の手法を確立し②その成果
を広く国、地方公共団体その他の防災関係機関及び国民社会
に提供するとともに③その活用の促進を図り、もって水災害に
よる被害の軽減及び危機管理並びに河川の適正な管理及び
利用の増進に資することを目的に設立された法人であり、本業
務において信頼度の高い河川情報を完備し、提供できる機関
は当財団しかない。
以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するためには、
（財）河川情報センタ－が唯一の契約相手と判断するものであ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－
（１７年度限）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7145 （財）河川情報センター
地域防災シンポジウム及び意識
調査検討業務

松木　洋忠
九州地方整備局　遠賀川河川事
務所
直方市溝堀１丁目１番１号

平成17年7月11日 22,365,000

　本業務を遂行するにあたっては、河川行政に十分精通し、か
つ、全国的視野に立った水災害に関する河川・流域情報に関
する現状認識や水災害に伴う危機管理等に関する豊富な経験
及び知識が必要であるとともに、公平・中立な立場であることが
必要不可欠である。
　　（財）河川情報センターは、「河川及びその流域に関する情
報の収集、処理・加工、解析及び提供に関する調査研究及び
技術開発を行うことにより、情報管理及び情報提供の手法を確
立し、その成果を広く国、地方公共団体その他の防災関係機
関及び国民社会に提供するとともに、その活用の促進を図り、
もって水災害による被害の軽減及び危機管理並びに河川の適
正な管理及び利用の増進に資する」ことを目的として設立され
た法人であり、洪水、土砂災害など非常時に、河川管理者が持
つ河川・流域に関する情報を迅速・確実に防災関係機関や国
民に対して、河川情報センターのホームページでも河川の水
位・雨量等の情報提供を広く行っている。
　　また、河川行政、危機管理等の知識や経験等も豊富で、防
災に関する住民意識調査等の実績もあり、飯塚穂波地区の
H15.7.19大水害についても熟知しているなど経験豊富な技術者
を多数有している。
　　以上のことから、本業務を円滑かつ的確に遂行するために
は、（財）河川情報センターが唯一の契約相手と判断するもの
である。
　　（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行（平成１９年度以
降、総合評価による
一般競争に移行）

7146 （社）九州地方計画協会
福岡国道電気通信監督補助業
務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年4月1日 29,820,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7147 （社）九州建設弘済会 福岡維持道路巡回業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年4月1日 14,017,500

道路を常時良好な状態に保つため、公権力に基づく権限行使
や施設管理・措置等を直接補完する業務であり、公平・中立性
の確保、専門知識、豊富な経験等から、（社）九州建設弘済会
が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7148 （社）九州建設弘済会 瀬高維持道路巡回業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年4月1日 4,777,500

道路を常時良好な状態に保つため、公権力に基づく権限行使
や施設管理・措置等を直接補完する業務であり、公平・中立性
の確保、専門知識、豊富な経験等から、（社）九州建設弘済会
が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7149 （社）九州建設弘済会 福岡西維持道路巡回業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年4月1日 5,355,000

道路を常時良好な状態に保つため、公権力に基づく権限行使
や施設管理・措置等を直接補完する業務であり、公平・中立性
の確保、専門知識、豊富な経験等から、（社）九州建設弘済会
が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7150 （社）九州建設弘済会 道路管理・技術補助業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年4月1日 236,827,500

道路法に基づく権限行使や施設管理・措置等を直接補完する
業務であり、公平・中立性の確保、専門知識、豊富な経験、高
度な機密の保持等から唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7151 （社）九州建設弘済会
福岡国道用地補償技術補助（そ
の１）業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年4月1日 45,045,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7152 （社）九州建設弘済会
福岡国道管内工事監督補助業
務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年4月1日 637,350,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7153 （社）九州建設弘済会
福岡国道用地補償技術補助（そ
の２）業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年4月1日 78,120,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7154 （社）九州建設弘済会 久留米維持道路巡回業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年4月1日 5,092,500

道路を常時良好な状態に保つため、公権力に基づく権限行使
や施設管理・措置等を直接補完する業務であり、公平・中立性
の確保、専門知識、豊富な経験等から、（社）九州建設弘済会
が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7155 （社）九州建設弘済会 管内定期巡回業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年6月3日 25,095,000

道路を常に良好な状況に保つため、道路構造物の状況を把握
し報告を行う業務であり、道路法等関係法令及び道路行政に
精通していること、構造物の保全に対し高度な専門知識を有し
ていること及び豊富な実務経験を有し管内の状況を熟知してい
る事から、（社）九州建設弘済会が唯一の契約相手と判断する
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7156 （社）九州建設弘済会
平成１７年度　福岡国道事務所
管内文書管理改善業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年8月29日 31,500,000

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

7157 （財）日本気象協会 オンライン気象情報収集業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年4月1日 7,465,500

防災業務を迅速かつ的確に遂行するための気象情報提供業
務であり、九州内各地区毎の詳細な予測情報をリアルタイムに
提供できるシステムを保有し、障害時にも迅速な復旧体制を有
する必要がある。当協会は長年の実績もあり、これらの要件を
満たす唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）

7158 （財）道路管理センター
道路・占用物件管理情報処理業
務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年4月1日 8,463,000

本情報処理提供業務は、財団法人道路管理センターが独自に
開発した道路管理システムにより、公益占用事業者と道路管
理者間の情報(道路施設データ、占用物件データ、工事データ)
のやり取りを同センターのホストコンピュータを通じて行うもの
であるため、同センターと随意契約を締結するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他のもの
一
(随意契約によらざる
を得ないもの)

7159 （社）九州建設弘済会
北九州国道事務所管内監督補
助業務

寺本　直高
九州地方整備局　北九州国道事
務所
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－
１０

平成17年4月1日 173,040,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7160 （社）九州建設弘済会 北九州国道管内道路巡回業務

寺本　直高
九州地方整備局　北九州国道事
務所
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－
１０

平成17年4月1日 13,965,000

道路を常時良好な状態に保つため、公権力に基づく権限行使
や施設管理・措置等を直接補完する業務であり、公平・中立性
の確保、専門知識、豊富な経験等から、（社）九州建設弘済会
が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7161 （社）九州建設弘済会
北九州国道用地補償技術補助
業務

寺本　直高
九州地方整備局　北九州国道事
務所
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－
１０

平成17年4月1日 11,970,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7162 （社）九州建設弘済会
北九州国道管内道路管理補助
業務

寺本　直高
九州地方整備局　北九州国道事
務所
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－
１０

平成17年4月1日 82,110,000

道路法に基づく権限行使や施設管理・措置等を直接補完する
業務であり、公平・中立性の確保、専門知識、豊富な経験、高
度な機密の保持等から唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7163 （社）九州建設弘済会
北九州国道事務所管内積算補
助業務

寺本　直高
九州地方整備局　北九州国道事
務所
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－
１０

平成17年4月1日 134,715,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7164 （社）九州建設弘済会
北九州国道管内構造物定期巡
回業務

寺本　直高
九州地方整備局　北九州国道事
務所
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－
１０

平成17年5月31日 11,025,000

道路を常に良好な状況に保つため、道路構造物の状況を把握
し報告を行う業務であり、道路法等関係法令及び道路行政に
精通していること、構造物の保全に対し高度な専門知識を有し
ていること及び豊富な実務経験を有し管内の状況を熟知してい
る事から、（社）九州建設弘済会が唯一の契約相手と判断する
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7165 （社）九州建設弘済会
北九州国道事務所文書整理業
務

寺本　直高
九州地方整備局　北九州国道事
務所
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－
１０

平成17年7月29日 7,413,000

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7166 （財）日本気象協会 道路管理気象情報提供業務

寺本　直高
九州地方整備局　北九州国道事
務所
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－
１０

平成17年4月1日 4,399,500

道路の維持管理に必要となる気象情報提供業務であり、地域
に密着した詳細な予測情報をリアルタイムに提供できる体制を
有する必要がある。当協会は長年の実績もあり、これらの要件
を満たす唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）

7167 （財）道路管理センター
道路・占用物件管理情報処理業
務

寺本　直高
九州地方整備局　北九州国道事
務所
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－
１０

平成17年4月1日 6,100,500

本情報処理提供業務は、財団法人道路管理センターが独自に
開発した道路管理システムにより、公益占用事業者と道路管
理者間の情報(道路施設データ、占用物件データ、工事データ)
のやり取りを同センターのホストコンピュータを通じて行うもの
であるため、同センターと随意契約を締結するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他のもの
一
(随意契約によらざる
を得ないもの)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7168 （社）九州建設弘済会
管内河川管理施設管理補助業
務

尾澤　卓思
九州地方整備局　武雄河川事務
所
佐賀県武雄市武雄町大字昭和
７４５

平成17年4月1日 15,802,500

  本業務を遂行するには河川法は勿論のこと、関係法規等に
精通し、各施設の操作規則、機能及び特性を十分理解すること
が必要である。また、行政行為の補助に係わる業務のため中
立性・公平性を有する者及び守秘義務を求め得る者に限定さ
れる。社団法人九州建設弘済会は、河川特性を十分に把握
し、また、的確な判断を要するための河川行政に精通し専門的
知識を有し、さらに、過去に多くの業務経験及び実績を有し、そ
れらに熟知した技術者を多数有している。以上のことから、本
業務を円滑且つ的確に遂行するためには（社）九州建設弘済
会が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7169 （社）九州建設弘済会 平常時河川等巡視業務

尾澤　卓思
九州地方整備局　武雄河川事務
所
佐賀県武雄市武雄町大字昭和
７４５

平成17年4月1日 30,009,000

　本業務の遂行にあたっては、河川法及び海岸法、施行規則、
河川管理施設等構造令等の知識及び管内全域の現地の状
況・河川管理施設等の構造を熟知し、異常の早期かつ的確な
発見ができる能力が必要である。また、行政行為の補助に係
わる業務のため中立性・公平性を有する者及び守秘義務を求
め得る者に限定される。（社）九州建設弘済会は「建設行政の
推進と建設事業の円滑な進展に資し、もって国土整備の発展
に寄与すること」を目的として設立され、上記業務は法人の設
立主旨に合致しており、過去に多くの業務経験及び実績を有
し、河川管理施設等の適切な管理及び不法行為等の状況把握
のため高度な知識と河川等の特性を充分に熟知した技術者を
多数有している。以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂
行するためには、（社）九州建設弘済会が唯一の契約相手と判
断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7170 （社）九州建設弘済会 洪水時・地震時河川等巡視業務

尾澤　卓思
九州地方整備局　武雄河川事務
所
佐賀県武雄市武雄町大字昭和
７４５

平成17年4月1日 8,505,000

  本業務を遂行する上で、事前に班編成を行い各班の巡視範
囲を定め、あらかじめ現地調査を実施し巡視経路及び河川管
理施設の状況等を把握することはもとより、巡視の出動命令が
発せられた場合には、短時間のうちに巡視現場へ赴くことが必
要である。従って、河川法は勿論のこと、河川管理施設等構造
令、工作物設置基準等の関係法規に精通し、各施設の機能や
特性を十分理解すると共に各施設の被災状態を判断すること
が必要である、状況によってはその復旧が急を要するものであ
るならば、河川管理者に速やかに報告し対応を提言しなくては
ならない。また、行政行為の補助に係わ行政行為の補助に係
わる業務のため中立性・公平性を有する者及び守秘義務を求
め得る者に限定される。（社）九州建設弘済会は、河川特性を
十分に把握し、また、的確な判断を要するための河川行政に精
通し専門的知識を有し、さらに、過去に多くの業務経験及び実
施を有し、それらに熟知した技術者を多数有している。以上の
ことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するためには、（社）九
州建設弘済会が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7171 （社）九州建設弘済会
武雄河川事務所管内上半期監
督補助業務

尾澤　卓思
九州地方整備局　武雄河川事務
所
佐賀県武雄市武雄町大字昭和
７４５

平成17年4月1日 59,283,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7172 （社）九州建設弘済会
武雄河川事務所文書管理改善
業務

尾澤　卓思
九州地方整備局　武雄河川事務
所
佐賀県武雄市武雄町大字昭和
７４５

平成17年8月1日 8,379,000

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

7173 （社）九州建設弘済会
武雄河川事務所管内下半期監
督補助業務

尾澤　卓思
九州地方整備局　武雄河川事務
所
佐賀県武雄市武雄町大字昭和
７４５

平成17年9月28日 59,220,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7174 （社）九州建設弘済会
石井樋地区河川管理施設管理
補助業務

尾澤　卓思
九州地方整備局　武雄河川事務
所
佐賀県武雄市武雄町大字昭和
７４５

平成17年10月19日 6,720,000

　本業務を遂行するには河川法は勿論のこと、関係法規等に
精通し、各施設の操作規則、機能及び特性を十分理解すること
が必要である。また、行政行為の補助に係わる業務のため中
立性・公平性を有する者及び守秘義務を求め得る者に限定さ
れる。社団法人九州建設弘済会は、建設行政の推進と建設事
業の円滑な進展に資し、もって国土整備の発展に寄与すること
を目的として設立された社団法人であり、河川特性を十分に把
握し、また、的確な判断を要するための河川行政に精通し専門
的知識を有し、さらに、過去に多くの業務経験及び実績を有し、
それらに熟知した技術者を多数有している。以上のことから、
本業務を円滑且つ的確に遂行するためには（社）九州建設弘
済会が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7175 （社）九州建設弘済会 河川堤防等点検業務

尾澤　卓思
九州地方整備局　武雄河川事務
所
佐賀県武雄市武雄町大字昭和
７４５

平成17年11月25日 13,566,000

  本業務を遂行するには河川法は勿論のこと、河川管理施設
等構造令、工作物設置基　　準等の関係法規等に精通し、各
施設の機能や特性を十分理解するとともに各施設の老朽化、
被災状態、耐久性等を判断することが必要である。また、行政
行為の補助に係わる業務のため中立性・公平性を有する者及
び守秘義務を求め得る者に限定される。さらに、保全状態に
よっては、その復旧が急を要するものであるならば、河川管理
者　　に速やかに報告し対応を提言しなければならない。社団
法人九州建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の円滑
な進展に資し、もって国土整備の発展に寄与することを目的と
して設立された社団法人であり、河川特性を十分に把握し、ま
た、的確な判断を要するための河川行政の補助的経験が豊富
で専門的知識を有し、さらに、過去に多くの業務経験及び実績
を有し、それらに熟知した技術者を多数有している。以上のこと
から、本業務を円滑且つ的確に遂行するためには（社）九州建
設弘済会が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7176 （財）河川情報センター 河川情報提供業務

尾澤　卓思
九州地方整備局　武雄河川事務
所
佐賀県武雄市武雄町大字昭和
７４５

平成17年4月1日 1,260,000

  本業務の遂行にあたっては、危機管理の観点から、河川の流
域情報の有用性が評価されており、生活の安全性に対する社
会的要請に対応するためには、正確な河川情報をいち速く入
手するかが災害対策上、 も必要となる。財団法人河川情報
センタ－は①河川・流域情報の収集、処理、加工、解析、保管
及び提供に関する調査研究及び技術開発を行うことにより情
報管理及び情報提供の手法を確立し②その成果を広く国、地
方公共団体その他の防災関係機関及び国民社会に提供する
とともに③その活用の促進を図り、もって水災害による被害の
軽減及び危機管理並びに河川の適正な管理及び利用の増進
に資することを目的に設立された法人であり、本業務において
信頼度の高い河川情報を完備し、提供できる機関は当財団し
かない。
　以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、財団法人河川情報センタ－が唯一の契約相手と判断する
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－
（１７年度限）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7177 （社）九州建設弘済会 佐賀導水堤防等点検業務

森川　幹夫
九州地方整備局　佐賀河川総合
開発工事事務所
佐賀市日の出１丁目７５１番地

平成17年4月1日 1,260,000

  本業務は、導水路や河川管理施設、許可工作物周辺の保全
状況、流水の状況等を徒歩で点検し、施設の保全状況を的確
に把握し正確に報告しなければならない。
  従って、本業務を遂行するには、河川法は勿論のこと、河川
管理施設等構造令、工作物設置基準等の関係法規に精通し、
佐賀導水施設の機能や特性を十分理解するとともに佐賀導水
施設の老朽化、耐久性等を判断することが必要である。また、
保全状態によってはその復旧が急を要するものであるならば、
河川管理者に速やかに報告し対応を提言しなければならない。
  このような点検は、日頃の河川特性を十分に把握し、的確な
判断を要するため、河川行政の補助経験が豊富で専門的知識
を有することが必要である。
  また、行政行為の補助に係わる業務のため中立性・公平性を
有する者に限定される。
  （社）九州建設弘済会は、「建設行政の推進と建設事業の円
滑な進展に資し、もって国土整備の発展に寄与すること」を目
的として設立され、上記業務は法人設立趣旨に合致しており、
過去に多くの業務経験及び実績を有し、河川管理施設等の適
切な管理及び不法行為等の状況把握のため高度な知識と河
川などの特性を十分に熟知した技術者を多数有している。
  以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、（社）九州建設弘済会が唯一の契約相手と判断するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7178 （社）九州建設弘済会 佐賀導水河川巡視業務

森川　幹夫
九州地方整備局　佐賀河川総合
開発工事事務所
佐賀市日の出１丁目７５１番地

平成17年4月1日 4,042,500

  本業務は平常時、洪水時及び地震時の河川状況に関する現
場情報を逐次速やかに、かつ正確に把握・報告するものであ
り、河川巡視要領及び地震時点検指針に基づき実施しなけれ
ばならない。
  従って、本業務を遂行するには、河川法及び施行規則は勿論
のこと、河川管理施設等構造令、工作物設置基準等の関係法
規に精通し、佐賀導水施設の機能や特性を十分理解するとと
もに佐賀導水施設の被災状況を判断することが必要である。ま
た、状況によってはその復旧が急を要するものであるならば、
河川管理者に速やかに報告し対応を提言しなければならない。
  このような点検は、日頃の河川特性を十分に把握し、的確な
判断を要するため、河川行政の補助経験が豊富で専門的知識
を有することが必要である。また、行政行為の補助に係わる業
務のため中立性・公平性を有する者に限定される。
  （社）九州建設弘済会は「建設行政の推進と建設事業の円滑
な進展に資し、もって国土整備の発展に寄与すること」を目的と
して設立され、上記業務は法人設立趣旨に合致しており、過去
に多くの業務経験及び実績を有し、河川管理施設等の適切な
管理及び不法行為等の状況把握のため高度な知識と河川など
の特性を十分に熟知した技術者を多数有している。
  以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、（社）九州建設弘済会が唯一の契約相手と判断するもので
ある。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7179 （社）九州建設弘済会
平成１７年度佐賀河川総合開発
工事事務所文書管理改善業務

森川　幹夫
九州地方整備局　佐賀河川総合
開発工事事務所
佐賀市日の出１丁目７５１番地

平成17年6月30日 2,415,000

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7180 （社）九州地方計画協会
佐賀国道電気通信監督補助業
務

岩屋　信一郎
九州地方整備局　佐賀国道事務
所
佐賀市新中町５ー１０

平成17年4月1日 15,750,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7181 （社）九州地方計画協会 道路整備計画等資料作成

岩屋　信一郎
九州地方整備局　佐賀国道事務
所
佐賀市新中町５ー１０

平成17年4月1日 24,570,000

道路事業の計画に関する知識や建設事業に関する過去の経
験・実績及び知識が必要である。また、経験豊富な人材が要求
され当業務に関する内容について、特に秘密保持に信頼性が
高くなければならなく、中立的な立場を維持できることが必要で
ある。九州地方計画協会は、道路行政等の公共性の高い情報
の収集や公共事業の推進方策の調査研究及び建設事業に関
する業務に関して経験豊富な人材を有している。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7182 （社）九州地方計画協会
道路整備計画等資料作成（その
２）

岩屋　信一郎
九州地方整備局　佐賀国道事務
所
佐賀市新中町５ー１０

平成17年9月30日 24,570,000

道路事業の計画に関する知識や建設事業に関する過去の経
験・実績及び知識が必要である。また、経験豊富な人材が要求
され当業務に関する内容について、特に秘密保持に信頼性が
高くなければならなく、中立的な立場を維持できることが必要で
ある。九州地方計画協会は、道路行政等の公共性の高い情報
の収集や公共事業の推進方策の調査研究及び建設事業に関
する業務に関して経験豊富な人材を有している。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7183 （社）九州建設弘済会 用地補償技術補助業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局　佐賀国道事務
所
佐賀市新中町５ー１０

平成17年4月1日 56,070,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）
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7184 （社）九州建設弘済会
佐賀国道管内道路管理技術補
助及び管理補助外１件業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局　佐賀国道事務
所
佐賀市新中町５ー１０

平成17年4月1日 57,540,000

道路法に基づく権限行使や施設管理・措置等を直接補完する
業務であり、公平・中立性の確保、専門知識、豊富な経験、高
度な機密の保持等から唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7185 （社）九州建設弘済会 佐賀国道管内監督補助業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局　佐賀国道事務
所
佐賀市新中町５ー１０

平成17年4月1日 149,782,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7186 （社）九州建設弘済会 佐賀国道管内道路巡回業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局　佐賀国道事務
所
佐賀市新中町５ー１０

平成17年4月1日 17,010,000

道路を常時良好な状態に保つため、公権力に基づく権限行使
や施設管理・措置等を直接補完する業務であり、公平・中立性
の確保、専門知識、豊富な経験等から、（社）九州建設弘済会
が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7187 （社）九州建設弘済会
佐賀国道事務所文書管理改善
業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局　佐賀国道事務
所
佐賀市新中町５ー１０

平成17年7月21日 10,164,000

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7188 （社）九州建設弘済会 管内構造物定期巡回業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局　佐賀国道事務
所
佐賀市新中町５ー１０

平成17年9月26日 9,649,500

道路を常に良好な状況に保つため、道路構造物の状況を把握
し報告を行う業務であり、道路法等関係法令及び道路行政に
精通していること、構造物の保全に対し高度な専門知識を有し
ていること及び豊富な実務経験を有し管内の状況を熟知してい
る事から、（社）九州建設弘済会が唯一の契約相手と判断する
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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7189 （財）日本気象協会 道路管理気象情報提供業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局　佐賀国道事務
所
佐賀市新中町５ー１０

平成17年4月1日 2,940,000

防災業務を迅速かつ的確に遂行するための気象情報提供業
務であり、より綿密で精巧な予測情報を迅速に入手できる情報
提供施設を有する必要がある。当協会は豊富な実績を有し、こ
れらの要件を満たす唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）

7190 （社）九州地方計画協会 嘉瀬川ダム調査計画資料整理

桑野　修司
九州地方整備局　嘉瀬川ダム工
事事務所
佐賀市高木瀬東２丁目１６番３５
号

平成17年4月1日 14,385,000

　 本業務を円滑に遂行するためには、ダム建設事業に関する
十分な経験、諸基準等の熟知、機密の保持が重要であるととも
に、公平かつ中立的な立場であることが必要不可欠である。
　　（社）九州地方計画協会は、経験豊富な技術者を多数有し
ているとともに、資料整理の実績があること、さらにこれらの実
績において秘密保持が十分確保できたことから信頼性も十分
に備えている。
　 以上のことから、本業務を遂行し 良の成果を得るために
は、（社）九州地方計画協会が 適の契約相手と判断するもの
である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7191 （社）九州地方計画協会 嘉瀬川ダム管内監督補助

桑野　修司
九州地方整備局　嘉瀬川ダム工
事事務所
佐賀市高木瀬東２丁目１６番３５
号

平成17年4月1日 94,605,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7192 （社）九州建設弘済会
嘉瀬川ダム管内平常時及び洪
水時等巡視

桑野　修司
九州地方整備局　嘉瀬川ダム工
事事務所
佐賀市高木瀬東２丁目１６番３５
号

平成17年4月1日 2,047,500

本業務を遂行するには河川法は勿論のこと、河川管理施設等
構造令、工作物設置基準等の関係法規に精通し、各施設の機
能や特性を十分理解すると共に各施設の被災状態を判断する
ことが必要であり、管内全流域に係る地域住民の生活状況及
び地理等に精通していることが必要不可欠である。また、状況
によってはその復旧が急を要するものであるならば、河川管理
者に速やかに報告し対応を提言しなくてはならない。
　 この様な点検は、日頃の河川特性を十分に把握し、的確な
判断を要するための河川行政の補助的経験が豊富で専門的
知識を有することが必要である。
  社団法人　九州建設弘済会は、河川管理業務全般に精通し
経験豊富な技術者を多数有している。
  以上のことから、本業務を遂行するうえで、（社）九州建設弘
済会が も適切な契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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7193 （社）九州建設弘済会 用地補償技術補助

桑野　修司
九州地方整備局　嘉瀬川ダム工
事事務所
佐賀市高木瀬東２丁目１６番３５
号

平成17年4月6日 44,100,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7194 （社）九州建設弘済会
平成１７年度嘉瀬川ダム工事事
務所文書整理作業

桑野　修司
九州地方整備局　嘉瀬川ダム工
事事務所
佐賀市高木瀬東２丁目１６番３５
号

平成17年7月11日 4,788,000

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

7195 （社）九州地方計画協会
長崎管内電気通信監督補助業
務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所　　　　　　　長崎市宿町３
１６－１

平成17年4月1日 15,750,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7196 （社）九州地方計画協会
長崎４９７号佐々佐世保・佐世保
道路事業管理補助業務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所　　　　　　　長崎市宿町３
１６－１

平成17年4月11日 14,910,000

本業務の遂行にあたっては、公共事業の流れや公共事業の計
画立案に精通していると共に、工事発注計画等の工程管理を
行うことから関係業界に対し中立的立場を維持できることが必
要。（社）九州地方計画協会は、国土技術総合研究所とプロ
ジェクトマネジメントシステムの改良点抽出等を行うなど本シス
テムに精通しており、本業務の履行にあたっての知識・経験・技
術力を十分有している。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7197 （社）九州建設弘済会
長崎管内北部地区監督補助業
務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所　　　　　　　長崎市宿町３
１６－１

平成17年4月1日 48,678,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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7198 （社）九州建設弘済会
平成１７年度用地補償技術補助
業務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所　　　　　　　長崎市宿町３
１６－１

平成17年4月1日 44,730,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7199 （社）九州建設弘済会
長崎管内道路管理技術補助外
業務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所　　　　　　　長崎市宿町３
１６－１

平成17年4月1日 66,129,000

道路法に基づく権限行使や施設管理・措置等を直接補完する
業務であり、公平・中立性の確保、専門知識、豊富な経験、高
度な機密の保持等から唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7200 （社）九州建設弘済会 河川管理補助業務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所　　　　　　　長崎市宿町３
１６－１

平成17年4月1日 13,755,000

業務を円滑且つ的確に遂行するには、河川関係の法令規則に
精通していることをはじめ、河川行政の公正な立場を有してい
ることが必要である。あわせて、河川区域の変更や事業の将来
計画も知りうる立場にあることから機密の保持も必要となる。ま
た、苦情や事故等の際、臨機の措置を求められる場合もある。
　（社）九州建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の円滑
な進展に資し、もって国土整備の発展に寄与することを目的に
設立された公益法人であり、建設行政に関する数々の業務に
ついての研修活動も活発に実施するなど、建設行政に関する
諸法令並びに技術基準等についても精通した高度な技術者の
育成に努めている。
　本業務に関しては、河川管理補助業務の経験豊富な技術者
を多数有しているとともに、その実績も豊富であることから、本
業務の履行にあたっての知識・経験・技術力を十分有している
唯一の機関であると判断できる。
　以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、（社）九州建設弘済会が唯一の契約相手と判断するもので
ある。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7201 （社）九州建設弘済会
長崎管内南部地区監督補助業
務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所　　　　　　　長崎市宿町３
１６－１

平成17年4月1日 94,101,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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7202 （社）九州建設弘済会 本明川堤防等点検業務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所　　　　　　　長崎市宿町３
１６－１

平成17年4月1日 1,218,000

本業務を円滑且つ的確に遂行するためには、現地の地形的特
性や施設の設置状況等を十分把握していなければならず、ま
た、出水・地震後に迅速な措置も求められる。あわせて、対策
工法の検討など高度な技術力も必要となる。行政として瑕疵問
題にも発展しかねない重要な業務であることからも、より高度な
技術力と完遂力が求められる。
　（社）九州建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の円滑
な進展に資し、もって国土整備の発展に寄与することを目的に
設立された公益法人であり、建設行政に関する数々の業務に
ついての研修活動も活発に実施するなど、建設行政に関する
諸法令並びに技術基準等についても精通した高度な技術者の
育成に努めている。
本業務に関しては、堤防等点検業務の経験豊富な技術者を多
数有しているとともに豊富な実績であることから、本業務の履
行にあたっての知識・経験・技術力を十分有している唯一の機
関であると判断できる。
　以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、（社）九州建設弘済会が唯一の契約相手と判断するもので
ある。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7203 （社）九州建設弘済会 長崎管内道路巡回業務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所　　　　　　　長崎市宿町３
１６－１

平成17年4月1日 16,863,000

道路を常時良好な状態に保つため、公権力に基づく権限行使
や施設管理・措置等を直接補完する業務であり、公平・中立性
の確保、専門知識、豊富な経験等から、（社）九州建設弘済会
が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7204 （社）九州建設弘済会 本明川河川巡視業務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所　　　　　　　長崎市宿町３
１６－１

平成17年4月1日 5,691,000

本業務を円滑且つ的確に遂行するためには、河川法及び河川
法施行規則等に精通していることはもとより、河川行政の公正
な立場を有していることが必要である。また、洪水時等におい
ては迅速に対応しなければならない。
　（社）九州建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の円滑
な進展に資し、もって国土整備の発展に寄与することを目的に
設立された公益法人であり、建設行政に関する数々の業務に
ついての研修活動も活発に実施するなど、建設行政に関する
諸法令並びに技術基準等についても精通した高度な技術者の
育成に努めている。
　本業務に関しては、河川巡視業務の経験豊富な技術者を多
数有しているとともに、その実績も豊富であることから、本業務
の履行にあたっての知識・経験・技術力を十分有している唯一
の機関であると判断できる。
　以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、（社）九州建設弘済会が唯一の契約相手と判断するもので
ある。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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7205 （社）九州建設弘済会
長崎河川国道事務所管内技術
補助業務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所　　　　　　　長崎市宿町３
１６－１

平成17年4月11日 28,875,000

本業務を実施するに当たっては、国土交通省の道路行政事務
及び当該事務所が実施している事業内容等について十分に精
通し、機密の保持及び公平・中立な立場であることが必要不可
欠であり、社団法人九州建設弘済会はこれらの要件を満たす
唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7206 （社）九州建設弘済会 管内構造物定期巡回業務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所　　　　　　　長崎市宿町３
１６－１

平成17年8月4日 10,374,000

道路を常に良好な状況に保つため、道路構造物の状況を把握
し報告を行う業務であり、道路法等関係法令及び道路行政に
精通していること、構造物の保全に対し高度な専門知識を有し
ていること及び豊富な実務経験を有し管内の状況を熟知してい
る事から、（社）九州建設弘済会が唯一の契約相手と判断する
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7207 （社）九州建設弘済会
長崎河川国道事務所文書管理
改善業務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所　　　　　　　長崎市宿町３
１６－１

平成17年9月14日 9,030,000

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

7208 （社）九州建設弘済会
長崎河川国道事務所資料管理
改善業務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所　　　　　　　長崎市宿町３
１６－１

平成18年1月27日 8,400,000

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とし、また中立性・公平性が求められ
る。その要件を満たす唯一の法人であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7209 （財）日本気象協会 道路管理気象情報提供業務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所　　　　　　　長崎市宿町３
１６－１

平成17年4月1日 5,217,450

防災業務を迅速かつ的確に遂行するための気象情報提供業
務であり、九州の気象特性に精通し、詳細かつ的確な情報を提
供できる必要がある。当協会は長年の実績を有しこれらの要件
を満たす唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）
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7210 （財）道路保全技術センター 長崎管内道路施設管理業務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所　　　　　　　長崎市宿町３
１６－１

平成17年4月1日 33,705,000

道路管理データベースシステムのプログラムの改良、データ更
新等を行うものであり、行政的視点に立った指導説明・調整が
必要な業務である。道路行政及び道路施設の管理・保全に関
する手法に精通、道路管理データベースシステムの構築、改
良、データ整備等に当初より携わっており唯一の契約相手と判
断する。（会計法第２９条の３第４項）

18年度以降におい
て当該事務・事業
の委託等を行わな
いもの

－

7211 （社）九州地方計画協会 雲仙砂防管内監督補助業務

秦　耕二
九州地方整備局　雲仙復興事務
所
長崎県島原市下川尻町７ー４

平成17年4月1日 30,901,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7212 （社）九州建設弘済会
平成１７年度用地補償技術補助
業務

秦　耕二
九州地方整備局　雲仙復興事務
所
長崎県島原市下川尻町７ー４

平成17年4月1日 37,905,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7213 （社）九州建設弘済会
大野木場砂防みらい館外運営
業務

秦　耕二
九州地方整備局　雲仙復興事務
所
長崎県島原市下川尻町７ー４

平成17年4月1日 15,487,500

各種基準等を熟知し、設計施工の内容に精通しているとともに
公平・中立な立場であることが必要不可欠であり、雲仙復興事
務所の工事現場監督業務の経験豊富な技術者を多数有して
おり、唯一の契約相手である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7214 （社）九州建設弘済会 雲仙復興事務所文書整理業務

秦　耕二
九州地方整備局　雲仙復興事務
所
長崎県島原市下川尻町７ー４

平成17年8月10日 3,738,000

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7215 （財）日本気象協会 気象情報提供業務

秦　耕二
九州地方整備局　雲仙復興事務
所
長崎県島原市下川尻町７ー４

平成17年4月1日 2,194,500

防災業務を迅速かつ的確に遂行するための気象情報提供業
務であり、信頼度の高い情報を正確かつ迅速に提供できる必
要がある。当協会は長年の実績を有し、これらの要件を満たす
唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7216 （社）九州地方計画協会 電気通信現場技術業務

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年9月27日 7,875,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7217 （社）九州建設弘済会
用地補償技術補助（河川・道路）
業務

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年4月1日 45,045,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7218 （社）九州建設弘済会 緑川情報室実施運営

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年4月1日 10,290,000

緑川情報室は、一級河川緑川の治水史、洪水の歴史、現状及
び河川改修についての展示物等を用いて、一般住民に緑川の
知識を得てもらうことを目的とした施設であり、展示物では不足
する説明及び対応を随時補足することによって緑川流域住民
集いの広場を円滑に機能運営出来るものである。本施設を円
滑に運営するためには、河川技術について精通しており、公
平・中立な立場であることが必要不可欠である。社団法人九州
建設弘済会は、河川技術について各業務で高い知識を得た技
術者を多数有しているとともに、豊富な実績もある。以上のこと
から、本件を遂行するには社団法人九州建設弘済会が 適の
相手方と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7219 （社）九州建設弘済会 白川河川情報館実施運営

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年4月1日 13,125,000

白川流域住民交流センターは、一級河川白川の治水史、洪水
の歴史、現状及び河川改修について展示物等を用いて、一般
の方々に白川の知識を得てもらうことを目的とした学習の場、
また交流の場であり、展示物等では理解できない分、不足する
事項の補足説明及び地元交流の場として多目的施設等の機
器の使用方法の説明を行うことにより交流センターを円滑に機
能・運営していくものである。本施設を円滑に運営していくため
には、河川技術及び知識について精通しており、公平・中立な
立場であることが必要不可欠である。（社）九州建設弘済会は、
河川技術について各業務で高い知識を得た技術者を多数有し
ているとともに、豊富な実績もあり、熊本に駐在所もある。以上
のことから、本業務を遂行するにあたり（社）九州建設弘済会が

適の業者と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7220 （社）九州建設弘済会 道路管理技術補助

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年4月1日 82,215,000

道路法に基づく権限行使や施設管理・措置等を直接補完する
業務であり、公平・中立性の確保、専門知識、豊富な経験、高
度な機密の保持等から唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7221 （社）九州建設弘済会 緑川白川河川巡視

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年4月1日 21,451,500

　本業務は、緑川水系及び白川水系の平常時・緊急時の河川
巡視及び白川改修工事前の取得用地の管理を実施するもの
で、河川法及び河川管理施設等構造令等知識及び現地の状
況・河川管理施設等の構造を熟知し、異常の早期かつ的確な
発見ができる能力が必要であり、また、行政行為の補助に関わ
る業務のため、中立性・公平性を有している必要性がある。
社団法人九州建設弘済会は建設事業の円滑な進展をはかり、
もって国土開発に寄与することを目的に設立され、河川巡視業
務をはじめ河川行政及び河川事業に係る多くの業務経験・実
績を有するとともに、それらに熟知した技術者を多数有してお
り、緊急事態にも即応できる機動性がある。
以上のことから、本業務を円滑に遂行するには（社）九州建設
弘済会が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7222 （社）九州建設弘済会 機械関係業務補助

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年4月1日 4,935,000

　本業務は、事務所保有の災害対策車及び建設機械類の維持
管理（貸付返納立会、定期整備発注にかかる積算資料の作
成、定期整備後の立会、日常の保守点検、地方負担金の資料
作成、機械設備に関する資料作成）に関する業務の補助を行う
ものである。
　本業務の遂行にあたっては、多様な特殊建設機械の構造、
機能に精通し、高度な機密保持が保たれるうえ、公平・中立な
立場が必要不可欠である。
　当該機関は、建設事業の円滑な進展を図り、もって国土開発
の発展に寄与することを目的に設立され、これまでに監督補
助、管理補助の履行実績があり、更に人材研修を行い、履行
可能な技術者を多数有しており、本業務を円滑且つ的確に遂
行するための唯一の契約相手方である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7223 （社）九州建設弘済会
熊本管内改築工事監督補助業
務

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年4月1日 74,655,000

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

るもの
一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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7224 （社）九州建設弘済会
熊本管内管理工事監督補助業
務

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年4月1日 132,914,250

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

るもの
一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7225 （社）九州建設弘済会
熊本管内河川工事監督補助業
務

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年4月1日 15,750,000

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

るもの
一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7226 （社）九州建設弘済会 河川管理技術補助業務

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年4月1日 13,335,000

本業務は、熊本河川国道事務所白川出張所が管理する白川
水系の直轄管理区間内及び緑川水系の直轄管理区間のうち
緑川上流出張所が管理する区間内における、河川管理上必要
な業務及びその補助を行うもので、行政事務に精通し、河川法
等の知識を有するとともに、河川管理業務に関する経験を有
し、更に現地状況に精通していることが必要であり、また、行政
行為の補助に関る業務のため、中立性・公平性を有している必
要がある。
社団法人九州建設弘済会は建設事業の円滑な進展をはかり、
もって国土開発の発展に寄与することを目的に設立され、河川
管理技術補助業務をはじめ河川行政及び河川事業に係る多く
の業務実績を有するとともに、それらに熟知した技術者を多数
有しており、緊急事態にも即応できる機動性がある。
以上のことから、本業務を円滑に遂行するには（社）九州建設
弘済会が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7227 （社）九州建設弘済会 熊本管内道路巡回

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年4月1日 21,178,500

道路を常時良好な状態に保つため、公権力に基づく権限行使
や施設管理・措置等を直接補完する業務であり、公平・中立性
の確保、専門知識、豊富な経験等から、（社）九州建設弘済会
が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7228 （社）九州建設弘済会
平成１７年度熊本河川国道事務
所文書整理業務

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年7月20日 16,485,000

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7229 （社）九州建設弘済会 熊本管内定期巡回

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年9月26日 8,221,500

道路を常に良好な状況に保つため、道路構造物の状況を把握
し報告を行う業務であり、道路法等関係法令及び道路行政に
精通していること、構造物の保全に対し高度な専門知識を有し
ていること及び豊富な実務経験を有し管内の状況を熟知してい
る事から、（社）九州建設弘済会が唯一の契約相手と判断する
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7230 （社）九州建設弘済会 緑川白川堤防等点検業務

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年11月21日 5,880,000

本業務を遂行するにあたっては、河川及び河川管理施設等の
構造を熟知し異常の早期かつ的確な発見ができる能力が必要
である。また、行政行為の補助に係わる業務のため中立性・公
平性を有するもの及び守秘義務を求め得るものに限定される。
社団法人九州建設弘済会は建設事業の円滑な進展をはかり、
もって国土開発の寄与することを目的に設立され、堤防等点検
業務をはじめ河川行政及び河川事業に係る多くの業務経験・
実績を有するとともに、それらに熟知した技術者を多数有して
おり、緊急事態にも即応できる機動性がある。以上のことから、
本業を円滑に遂行するには（社）九州建設弘済会が雄一の契
約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7231 （財）日本気象協会 気象情報提供業務

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年4月1日 4,924,500

防災業務を迅速かつ的確に遂行するための気象情報提供業
務であり、詳細かつ正確な情報を保有し随時対応できることが
必要である。当協会は長年の実績があり、これらの要件を満た
す唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7232 （社）九州地方計画協会
球磨川管内河川愛護活動実施
運営

東出　成記
九州地方整備局　八代河川国道
事務所
熊本県八代市萩原町１丁目７０
８ー２

平成17年7月22日 9,870,000

　本業務の遂行にあたっては、地域住民から募った参加者に対
し、各種行事を通して球磨川の特徴を認識して貰うものである
ため、球磨川における地域連携や河川行政に精通している必
要がある。また各種行事には、子供から大人まで性別を問わず
幅広い年齢層の方々の参加が予想されることから、球磨川を
熟知しており各年齢層の参加者に対して柔軟な対応ができ、さ
らに各種行事を指導できる能力等を有している方の参加が必
要となることから、幅広い人選が可能な業者の選定が必要とな
る。
　社団法人九州地方計画協会は、公共事業に関する情報収集
及び事業実施にあたっての推進方策等の調査・研究を行う法
人であり、住民の行政ニーズを把握し、河川行政等の公共性
の高い情報の集積や公共事業の推進方策の調査研究事業を
実施するとともに、平成１６年度までの実績として、九州地方整
備局主催の川に関する各種専門家会議等、数多くのイベントを
手がけており、今回の業務内容に適した人選等が可能な唯一
の団体であることから、当該業務を遂行する上で、唯一の契約
相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7233 （社）九州建設弘済会
八代河川国道事務所管内道路
監督補助業務

東出　成記
九州地方整備局　八代河川国道
事務所
熊本県八代市萩原町１丁目７０
８ー２

平成17年4月1日 69,741,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7234 （社）九州建設弘済会
八代河川国道事務所管内業務
技術補助業務

東出　成記
九州地方整備局　八代河川国道
事務所
熊本県八代市萩原町１丁目７０
８ー２

平成17年4月1日 12,600,000

本業務を実施するに当たっては、国土交通省の道路・河川行
政事務及び当該事務所が実施している事業内容等について十
分に精通し、機密の保持及び公平・中立な立場であることが必
要不可欠であり、社団法人九州建設弘済会はこれらの要件を
満たす唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7235 （社）九州建設弘済会 用地補償技術補助業務

東出　成記
九州地方整備局　八代河川国道
事務所
熊本県八代市萩原町１丁目７０
８ー２

平成17年4月1日 25,725,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7236 （社）九州建設弘済会 球磨川洪水時等河川巡視業務

東出　成記
九州地方整備局　八代河川国道
事務所
熊本県八代市萩原町１丁目７０
８ー２

平成17年4月1日 3,675,000

本業務は、出水時・地震時において直轄管理区域内の河川を
緊急に巡視し、堤防の状況、流水の状況、河川管理施設及び
許可工作物の状況、堤内地の浸水の状況等を把握するもので
あり、実施にあたっては、河川法及び河川管理施設等構造令
等の知識及び現地の状況・河川管理施設等の構造を熟知し異
常の早期かつ的確な発見ができる能力が必要である。また、行
政行為の補助に係わる業務のため中立性・公平性を有する者
及び守秘義務を求め得る者に限定される。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7237 （社）九州建設弘済会 河川管理技術補助業務

東出　成記
九州地方整備局　八代河川国道
事務所
熊本県八代市萩原町１丁目７０
８ー２

平成17年4月1日 11,770,500

本業務は、八代河川国道事務所の出張所において、河川法に
基づく各種申請書類の受付、現地確認、審査の補助、苦情申し
立て等に係る現地立ち会いの補助、河川の不正使用、不法占
用に係る指導取り締まり補助、境界明示、確定に係る立ち会
い、審査の補助、河川現況台帳付図等の点検、修正、整備の
補助などを主とする河川管理の補助業務を行うものであり、実
施にあたっては、行政事務に精通し、河川法等の知識を有する
とともに河川管理に関する経験、更に現地の状況に精通してい
ることが必要である。また、行政行為の補助に係わる業務のた
め中立性・公平性を有する者及び守秘義務を求め得るものに
限定される。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7238 （社）九州建設弘済会 球磨川平常時河川巡視業務

東出　成記
九州地方整備局　八代河川国道
事務所
熊本県八代市萩原町１丁目７０
８ー２

平成17年4月1日 15,960,000

本業務は、直轄管理区域内の河川を巡視し、不法行為の有
無、河川管理施設及び許可工作物の維持管理状況、河川環境
の状況を把握するものであり、実施にあたっては、河川法及び
河川管理施設等構造令等の知識及び現地の状況・河川管理
施設等の構造を熟知し異常の早期かつ的確な発見ができる能
力が必要である。また、行政行為の補助に係わる業務のため
中立性・公平性を有する者及び守秘義務を求め得る者に限定
される。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7239 （社）九州建設弘済会 球磨川堤防等状況点検業務

東出　成記
九州地方整備局　八代河川国道
事務所
熊本県八代市萩原町１丁目７０
８ー２

平成17年5月13日 5,985,000

本業務は、堤防等の点検を実施し、点検結果を踏まえ、異常が
あればその原因の究明、改善の必要性を検討し、対策工法等
の総合検討を行うものであり、実施にあたっては、河川法及び
河川管理施設等構造令等の知識及び現地の状況・河川管理
施設等の構造を熟知し異常の早期かつ的確な発見ができる能
力が必要である。また、行政行為の補助に係わる業務のため
中立性・公平性を有する者及び守秘義務を求め得る者に限定
される。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7240 （社）九州建設弘済会
八代河川国道事務所文書管理
改善業務

東出　成記
九州地方整備局　八代河川国道
事務所
熊本県八代市萩原町１丁目７０
８ー２

平成17年7月22日 4,830,000

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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7241 （財）日本気象協会 防災体制支援情報提供業務

東出　成記
九州地方整備局　八代河川国道
事務所
熊本県八代市萩原町１丁目７０
８ー２

平成17年4月1日 1,678,320

防災業務を迅速かつ的確に遂行するための気象情報提供業
務であり、正確な気象情報をいち速く入手する必要がある。当
協会は、これらの要件を満たす唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）

7242 （社）九州地方計画協会
川辺川ダム事業関連環境巡視
業務

朝堀　泰明
九州地方整備局　川辺川ダム砂
防事務所
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬
３３１７

平成17年4月1日 23,467,500

本業務を遂行するにあたっては、当該事業区域周辺の動植物
特性等の知識を有しているもので、貴重な動植物の識別等を
行えるもの並びに環境に配慮した土木工事に関する知識のほ
か、国土交通省の行政事務及び河川法に関する知識や豊富な
経験等が必要となる。社団法人九州地方計画協会は、その設
立目的を「九州地方における河川、道路、ダム等の調査、研
究、計画立案及び公共事業に関する企画、調査、計画を行い、
社会資本の整備拡充と公共事業の円滑な推進に協力し、もっ
て地域の発展に寄与する」としており、さらに国土交通省の行
政事務に十分精通し、河川法等の専門的な知識を有している。
また、環境に配慮した公共工事の推進についても積極的に調
査・研究し、当該事業区域周辺の動植物特性及び工事内容等
を十分熟知しており、その知識及び経験を有効に活用できると
判断できる。したがって本業務を円滑且つ的確に遂行するため
には、社団法人九州地方計画協会が唯一の契約相手である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7243 （社）九州地方計画協会 設計資料作成業務

朝堀　泰明
九州地方整備局　川辺川ダム砂
防事務所
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬
３３１７

平成17年4月1日 14,385,000

本業務は、当事務所における環境への取り組みについてテー
マ毎に要点を整理するものであり、遂行するにあたって当該事
業区域周辺の動植物特性の知識のほか、取りまとめる上で、
国土交通省の行政事務及び河川法に関する知識や豊富な経
験等が必要となる。社団法人九州地方計画協会は、その設立
目的を「九州地方における河川、道路、ダム等の調査、研究、
計画立案及び公共事業に関する企画、調査、計画を行い、社
会資本の整備拡充と公共事業の円滑な推進に協力し、もって
地域の発展に寄与する」としており、さらに国土交通省の行政
事務に十分精通し、河川法等の専門的な知識を有している。ま
た、環境に配慮した公共工事の推進についても積極的に調査・
研究し、環境関係のとりまとめ経験が豊富な技術者を多数有し
ており、当該事業区域周辺の現場状況についても精通してい
る。したがって本業務を円滑且つ的確に遂行するためには、社
団法人九州地方計画協会が唯一の契約相手である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量
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7244 （社）九州地方計画協会
ダム第二出張所管内監督補助
業務

朝堀　泰明
九州地方整備局　川辺川ダム砂
防事務所
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬
３３１７

平成17年4月1日 44,719,500

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

るもの
一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7245 （社）九州地方計画協会 砂防工事課管内監督補助業務

朝堀　泰明
九州地方整備局　川辺川ダム砂
防事務所
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬
３３１７

平成17年4月1日 15,162,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7246 （社）九州地方計画協会 頭地資料室管理補助業務

朝堀　泰明
九州地方整備局　川辺川ダム砂
防事務所
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬
３３１７

平成17年4月1日 11,739,000

 頭地資料室は、五木村を訪れる一般者に展示物等を通して川
辺川ダム事業及び五木村の自然や山村の暮らし、文化等を紹
介し、ダム事業を正しく理解して頂くとともに、五木村の地域活
性化に資することを目的としている。そのため、展示物だけで
は不足する説明や質問等に迅速に対処することによって、当施
設の円滑な機能運営を図る必要があり、運営にあたって、ダム
技術及び五木村に関する知識や地元情勢に精通し、川辺川ダ
ム事業に公平、中立的な立場であることが必要である。
 社団法人九州地方計画協会はその設立目的を「九州地方に
おける河川、道路、ダム等の調査、研究、計画立案及び公共事
業に関する企画、調査、計画を行い、社会資本の整備拡充と
公共事業の円滑な推進に協力し、もって地域の発展に寄与す
る」としており、さらに国土交通省の行政事務に十分精通し、河
川法等の専門的な知識を有している。
　また、川辺川ダム事業の内容や五木村の自然や文化等を十
分熟知しており、その知識及び経験を有効に活用できるものと
判断される。
　したがって、本業務を円滑且つ的確に遂行するためには社団
法人九州地方計画協会が唯一の契約相手である。
  （会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7247 （社）九州建設弘済会 用地補償技術補助業務

朝堀　泰明
九州地方整備局　川辺川ダム砂
防事務所
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬
３３１７

平成17年4月1日 13,440,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7248 （社）九州建設弘済会
ダム第一出張所用地補償技術
補助業務

朝堀　泰明
九州地方整備局　川辺川ダム砂
防事務所
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬
３３１７

平成17年4月1日 13,440,000

　本業務は複雑多岐にわたる用地業務の補助的業務を行うも
のであり、個人の財産や家族構成に関わる情報、更に企業車
の情報を共有するため、極めて高いレベルでの守秘義務が課
せられると共に、用地補償業務の一連の事務を所掌することか
ら、その内容に精通した高度な知識が必要である。（社）九州建
設弘済会は本業務を円滑かつ的確に遂行することのできる唯
一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

7249 （社）九州建設弘済会
川辺川ダム砂防事務所文書管
理

朝堀　泰明
九州地方整備局　川辺川ダム砂
防事務所
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬
３３１７

平成17年6月21日 4,788,000

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

7250 （社）九州地方計画協会
菊池川管内電気通信技術補助
業務

是沢　毅
九州地方整備局　菊池川河川事
務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年4月1日 13,335,000

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

るもの
一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7251 （社）九州地方計画協会 竜門ダム管理補助業務

是沢　毅
九州地方整備局　菊池川河川事
務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年4月1日 24,255,000

本業務の遂行においては、受託者及び管理補助員は、竜門ダ
ムの特質等を十分理解し業務を行う必要があり、ダムに関する
諸基準等に熟知すると共に、ダム管理上の技術を有し、機密の
保持等が重要である。ダム管理補助員は、財団法人ダム水源
地域整備センターが行うダム管理技士認定試験に合格しダム
管理技士とし登録され、なおかつ諸管理に関して十分な知識を
有していると共に公平・中立的な立場である事が必要不可欠で
ある。（社）九州地方計画協会は、ダム管理の経験豊富な技術
者（ダム管理技士）を多数有していると共にダム管理補助業務
に関して実績があり、当該業務に十分精通しており、信頼度も
十分に備えている。以上のことから、本業務を円滑に遂行する
には、社団法人九州地方計画協会が唯一の契約相手と判断
するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7252 （社）九州建設弘済会 菊池川管内技術補助業務

是沢　毅
九州地方整備局　菊池川河川事
務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年4月1日 25,515,000

本業務を実施するに当たっては、国土交通省の河川行政事務
及び当該事務所が実施している事業内容等について十分に精
通し、機密の保持及び公平・中立な立場であることが必要不可
欠であり、社団法人九州建設弘済会はこれらの要件を満たす
唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7253 （社）九州建設弘済会 菊池川管内監督補助業務

是沢　毅
九州地方整備局　菊池川河川事
務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年4月1日 21,708,750

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

るもの
一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7254 （社）九州建設弘済会
菊池川管内河川巡視及び堤防
等点検業務

是沢　毅
九州地方整備局　菊池川河川事
務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年4月1日 23,625,000

  本業務の遂行にあたっては、河川法及び河川管理施設等構
造令等の知識及び現地の状況・河川管理施設等の構造を熟知
し、異常の早期かつ的確な発見ができる能力が必要である。ま
た、行政行為の補助に係わる業務のため中立性・公平性を有
する者及び守秘義務を求め得る者に限定される。
　　(社)九州建設弘済会は「建設事業の円滑な推進を図り、もっ
て国土開発の発展に寄与することを目的とする」として設立さ
れた法人であり、河川管理業務全般に精通し多くの業務経験
及び実績を有し、それらに熟知した技術者を多数有している。
　　以上のことから、本業務を遂行するうえで（社）九州建設弘
済会が も適切な契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7255 （財）河川情報センター 河川情報提供業務

是沢　毅
九州地方整備局　菊池川河川事
務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年4月1日 1,077,300

　本業務の遂行にあたっては、危機管理の観点から、河川の流
域情報の有用性が評価されており、生活の安全性に対する社
会的要請に対応するためには、正確な河川情報をいち速く入
手するかが災害対策上、 も必要となる。財団法人河川情報
センタ－は①河川・流域情報の収集、処理、加工、解析、保管
及び提供に関する調査研究及び技術開発を行うことにより情
報管理及び情報提供の手法を確立し②その成果を広く国、地
方公共団体その他の防災関係機関及び国民社会に提供する
とともに③その活用の促進を図り、もって水災害による被害の
軽減及び危機管理並びに河川の適正な管理及び利用の増進
に資することを目的に設立された法人であり、本業務において
信頼度の高い河川情報を完備し、提供できる機関は当財団し
かない。以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するた
めには、財団法人河川情報センタ－が唯一の契約相手と判断
するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－
（１７年度限）

7256 （社）九州建設弘済会
平成１７年度立野ダム工事事務
所文書管理改善業務

城戸　達則
九州地方整備局　立野ダム工事
事務所
熊本市下南部１丁目４－７３

平成17年8月3日 1,491,000

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7257 （財）日本気象協会
平成１７年度立野ダム管内気象
情報提供業務

城戸　達則
九州地方整備局　立野ダム工事
事務所
熊本市下南部１丁目４－７３

平成17年4月1日 2,446,500

防災業務を迅速かつ的確に遂行するための気象情報提供業
務であり、詳細かつ正確な情報を保有し随時対応できることが
必要である。当協会は長年の実績があり、これらの要件を満た
す唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）

7258 （社）九州建設弘済会
大分川河川巡視及び堤防等点
検業務

長太　茂樹
九州地方整備局　大分河川国道
事務所
大分市西大道１丁目１番７１号

平成17年4月1日 10,353,000

本業務を遂行するには
①河川巡視では専任の巡視体制を確保する必要があり、これ
らに関する過去の経験、実績及び多種にわたる高度な専門的
知識が必要である。
②堤防等点検では河川法及び河川管理施設等構造令、工作
物設置基準等の関係法規に精通し、日頃の河川特性や各施
設の機能や特性を十分理解すると共に各施設の老朽化、被災
状況、耐久性等を的確に判断し、保全状況によってその復旧が
急を要する場合は、河川管理者に速やかに報告し対応を提言
できる河川行政の補助的経験が豊富な専門的知識を有する者
でなければならない。
 また、本業務は、行政行為の補助に係わる業務のため、中立
性・公平性を有する者及び守秘義務を求め得る者に限定され
る。
 社団法人九州建設弘済会は、「建設行政の推進と建設事業の
進展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的す
る。」法人であり、民法第34条の規定に基づき設置された社団
法人であることにより、建設事業の普及のための広報活動・建
設事業施工の調査研究に関する事業等を行っており、河川法
や関係法規に精通し、管内流域あるいは管理施設状況等現地
もよく把握しており、経験豊富な経験を有しているとともに、そ
のような人材を多数有している。
以上のことから、本業務を遂行するうえで社団法人九州建設弘
済会が、 も適切な契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7259 （社）九州建設弘済会 大分管内道路巡回業務委託

長太　茂樹
九州地方整備局　大分河川国道
事務所
大分市西大道１丁目１番７１号

平成17年4月1日 14,700,000

道路を常時良好な状態に保つため、公権力に基づく権限行使
や施設管理・措置等を直接補完する業務であり、公平・中立性
の確保、専門知識、豊富な経験等から、（社）九州建設弘済会
が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7260 （社）九州建設弘済会
大分河川国道事務所管内技術
補助業務

長太　茂樹
九州地方整備局　大分河川国道
事務所
大分市西大道１丁目１番７１号

平成17年4月1日 49,350,000

本業務を実施するに当たっては、国土交通省の道路・河川行
政事務及び当該事務所が実施している事業内容等について十
分に精通し、機密の保持及び公平・中立な立場であることが必
要不可欠であり、社団法人九州建設弘済会はこれらの要件を
満たす唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

7261 （社）九州建設弘済会
大野川河川巡視及び堤防等点
検業務

長太　茂樹
九州地方整備局　大分河川国道
事務所
大分市西大道１丁目１番７１号

平成17年4月1日 10,059,000

本業務を遂行するには、
①河川巡視では専任の巡視体制を確保する必要があり、これ
らに関する過去の経験、実績及び多種にわたる高度な専門的
知識が必要である。
②堤防等点検では河川法及び河川管理施設等構造令、工作
物設置基準等の関係法規に精通し、日頃の河川特性や各施
設の機能や特性を十分理解すると共に各施設の老朽化、被災
状況、耐久性等を的確に判断し、保全状況によってその復旧が
急を要する場合は、河川管理者に速やかに報告し対応を提言
できる河川行政の補助的経験が豊富な専門的知識を有する者
でなければならない。
 また、本業務は、行政行為の補助に係わる業務のため、中立
性・公平性を有する者及び守秘義務を求め得る者に限定され
る。
 社団法人九州建設弘済会は、「建設行政の推進と建設事業の
進展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的す
る。」法人であり、民法第34条の規定に基づき設置された社団
法人であることにより、建設事業の普及のための広報活動・建
設事業施工の調査研究に関する事業等を行っており、河川法
や関係法規に精通し、管内流域あるいは管理施設状況等現地
もよく把握しており、経験豊富な経験を有しているとともに、そ
のような人材を多数有している。
以上のことから、本業務を遂行するうえで社団法人九州建設弘
済会が、 も適切な契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7262 （社）九州建設弘済会
大分河川国道事務所管内監督
補助業務委託

長太　茂樹
九州地方整備局　大分河川国道
事務所
大分市西大道１丁目１番７１号

平成17年4月1日 191,488,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7263 （社）九州建設弘済会
用地補償技術補助（道路）業務
委託

長太　茂樹
九州地方整備局　大分河川国道
事務所
大分市西大道１丁目１番７１号

平成17年4月1日 12,075,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7264 （社）九州建設弘済会
直轄自専道（宇佐道路）巡回業
務委託

長太　茂樹
九州地方整備局　大分河川国道
事務所
大分市西大道１丁目１番７１号

平成17年4月1日 15,750,000

道路を常時良好な状態に保つため、公権力に基づく権限行使
や施設管理・措置等を直接補完する業務であり、公平・中立性
の確保、専門知識、豊富な経験等から、（社）九州建設弘済会
が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7265 （社）九州建設弘済会 道路管理補助等業務委託

長太　茂樹
九州地方整備局　大分河川国道
事務所
大分市西大道１丁目１番７１号

平成17年4月1日 53,844,000

道路法に基づく権限行使や施設管理・措置等を直接補完する
業務であり、公平・中立性の確保、専門知識、豊富な経験、高
度な機密の保持等から唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7266 （社）九州建設弘済会
大分河川国道事務所文書管理
業務

長太　茂樹
九州地方整備局　大分河川国道
事務所
大分市西大道１丁目１番７１号

平成17年8月18日 13,860,000

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7267 （財）日本気象協会 気象情報提供業務委託

長太　茂樹
九州地方整備局　大分河川国道
事務所
大分市西大道１丁目１番７１号

平成17年4月1日 6,268,500

防災業務を迅速かつ的確に遂行するための気象情報提供業
務であり、迅速に多岐にわたる気象情報を提供する必要があ
る。当協会は長年の実績があり、これらの要件を満たす唯一の
機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）

7268 （社）ツーリズムおおいた
観光支援道路リニューアル計画
アンケート調査等作業

長太　茂樹
九州地方整備局　大分河川国道
事務所
大分市西大道１丁目１番７１号

平成17年10月20日 7,990,500

本業務は、観光立国(ツーリズム)の実現に向け、道路に対する
地域のニーズを把握するにあたり、観光振興と地域振興に精
通し、大分県内地域の観光協会や地域活動グループとの連携
や情報ネットワークの保有が不可欠であり、当該要素を保有
し、大分県内全域における地域観光協会が所属する唯一の公
益法人である(社)ツーリズムおおいたが唯一の契約相手と判
断できる。
（会計法第２９条の３第４項）

問題があるもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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7269 （社）九州地方計画協会 佐伯電気通信監督補助業務

西川　勝義
九州地方整備局　佐伯河川国道
事務所
大分県佐伯市長島町４丁目１４
番１４号

平成17年4月1日 15,737,400

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7270 （社）九州建設弘済会 用地補償技術補助業務

西川　勝義
九州地方整備局　佐伯河川国道
事務所
大分県佐伯市長島町４丁目１４
番１４号

平成17年4月1日 26,040,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7271 （社）九州建設弘済会 佐伯管内道路管理補助業務

西川　勝義
九州地方整備局　佐伯河川国道
事務所
大分県佐伯市長島町４丁目１４
番１４号

平成17年4月1日 39,616,500

道路法に基づく権限行使や施設管理・措置等を直接補完する
業務であり、公平・中立性の確保、専門知識、豊富な経験、高
度な機密の保持等から唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7272 （社）九州建設弘済会
平成１７年度佐伯管内監督補助
業務

西川　勝義
九州地方整備局　佐伯河川国道
事務所
大分県佐伯市長島町４丁目１４
番１４号

平成17年4月1日 127,963,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7273 （社）九州建設弘済会 佐伯管内道路巡回業務

西川　勝義
九州地方整備局　佐伯河川国道
事務所
大分県佐伯市長島町４丁目１４
番１４号

平成17年4月1日 8,400,000

道路を常時良好な状態に保つため、公権力に基づく権限行使
や施設管理・措置等を直接補完する業務であり、公平・中立性
の確保、専門知識、豊富な経験等から、（社）九州建設弘済会
が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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7274 （社）九州建設弘済会 河川巡視業務

西川　勝義
九州地方整備局　佐伯河川国道
事務所
大分県佐伯市長島町４丁目１４
番１４号

平成17年4月1日 9,775,500

  本業務を遂行するためには、河川法及び河川管理施設等構
造令等の知識及び現地の状況・河川管理施設等の構造を熟知
し異常の早急かつ的確な発見ができる能力が必要である。ま
た、行政行為の補助に係わる業務のため中立性・公平性を有
するもの及び守秘義務を求め得る者に限定される。（社）九州
建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の円滑な進展に資
し、もって国土整備の発展に寄与することを目的として設立され
た法人であり、過去に多くの業務経験及び実績を有し、それら
に熟知した技術者を多数有しているとともに、番匠川の特性に
ついても精通している。
　以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、（社）九州建設弘済会が唯一の契約相手と判断するもので
ある。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7275 （社）九州建設弘済会 河川管理補助業務

西川　勝義
九州地方整備局　佐伯河川国道
事務所
大分県佐伯市長島町４丁目１４
番１４号

平成17年4月1日 6,195,000

  本業務を遂行するためには、河川行政事務に精通し、河川法
等の知識を有するとともに河川管理に関する経験、更に現地の
状況に精通していることが必要である。また、行政行為の補助
に係わる業務のため中立性・公平性を有するもの及び守秘義
務を求め得る者に限定される。（社）九州建設弘済会は、建設
行政の推進と建設事業の円滑な進展に資し、もって国土整備
の発展に寄与することを目的として設立された法人であり、過
去に多くの業務経験及び実績を有し、それらに熟知した技術者
を多数有しているとともに番匠川の特性についても精通してい
る。
　以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、（社）九州建設弘済会が唯一の契約相手と判断するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7276 （社）九州建設弘済会
平成１７年度佐伯河川国道事務
所文書管理改善業務

西川　勝義
九州地方整備局　佐伯河川国道
事務所
大分県佐伯市長島町４丁目１４
番１４号

平成17年7月25日 9,240,000

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7277 （財）日本気象協会 佐伯管内気象情報提供業務

西川　勝義
九州地方整備局　佐伯河川国道
事務所
大分県佐伯市長島町４丁目１４
番１４号

平成17年4月1日 6,413,400

防災業務を迅速かつ的確に遂行するための気象情報提供業
務であり、各種の気象情報をリアルタイムで提供する必要があ
る。当協会は、これらの要件を満たす唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）

7278 （財）道路保全技術センター 佐伯管内道路施設管理業務

西川　勝義
九州地方整備局　佐伯河川国道
事務所
大分県佐伯市長島町４丁目１４
番１４号

平成17年4月1日 28,906,500

道路管理データベースシステムのプログラムの改良、データ更
新、今後のｼｽﾃﾑのあり方等の検討を行うものであり、行政的
視点に立った指導説明・調整が必要な業務であるが、道路行
政及び道路施設の管理・保全に関する手法に精通し、道路管
理データベースシステムの構築、改良、データ整備等に当初よ
り携わっており、唯一の契約相手と判断するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

18年度以降におい
て当該事務・事業
の委託等を行わな
いもの

－
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7279 （財）道路保全技術センター
平成１７年度佐伯管内防災ドク
ター制度運営業務

西川　勝義
九州地方整備局　佐伯河川国道
事務所
大分県佐伯市長島町４丁目１４
番１４号

平成17年9月5日 7,455,000

道路防災ドクターによる防災対策の指導・助言をもとに、適切な
防災対策を実施することを目的とするが、中立・公平な立場で
の 新の道路防災技術及び道路行政判断に精通した広範な
知識が求められる。防災対策に関する高度な技術、学識経験
者と技術的信頼関係を保持、また当該地域の災害特性に関す
る資料・技術力を有する唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7280 （社）九州地方計画協会
大分川ダム工事事務所管内積
算補助業務委託

田中　義高
九州地方整備局　大分川ダム工
事事務所
大分市舞鶴町１丁目３ー３０

平成17年4月1日 16,065,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7281 （社）九州地方計画協会
大分川ダム事業計画資料作成
業務

田中　義高
九州地方整備局　大分川ダム工
事事務所
大分市舞鶴町１丁目３ー３０

平成17年4月1日 12,285,000

本業務を円滑に遂行するためには、ダム建設事業に関する充
分な経験、諸基準等の熟知、機密の保持が重要であるととも
に、公平かつ中立的な立場であることが必要不可欠である。
（社）九州地方計画協会は「九州地方におけるダム等の調査、
研究、計画立案及び公共事業に関する企画、調査、計画を行
い、社会資本の整備拡充と公共事業の円滑な推進に協力し、
もって地域の発展に寄与する」ことを目的として設立された法人
であり、上記の専門知識と技術及び豊富な経験を有しているの
はもちろんのこと、さらにこれらの実績において秘密保持が充
分確保できたことから信頼性も充分に備えている。以上のこと
から、本業務を遂行し 良の成果を得るためには、（社）九州地
方計画協会が唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7282 （社）九州建設弘済会
大分川ダム用地補償技術補助
業務委託

田中　義高
九州地方整備局　大分川ダム工
事事務所
大分市舞鶴町１丁目３ー３０

平成17年4月1日 12,075,000

　本業務の特性として、被補償者の財産内容、生活、営業状況
等について詳細に知り得る立場となることから、プライバシーの
保護を図り、かつ地権者等との信頼関係を構築する必要があ
る業務である。また、用地補償業務を遂行する職員の処理能
力を高める
ための補充的業務であるため、常に公平かつ中立的立場を堅
持し、その遂行にあたっては各種の専門的な知識と技術力が
必要である。（社）九州建設弘済会は以上の要件を満たす唯一
の契約対象と判断する。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

7283 （社）九州建設弘済会
平成１７年度大分川ダム工事事
務所文書整理業務

田中　義高
九州地方整備局　大分川ダム工
事事務所
大分市舞鶴町１丁目３ー３０

平成17年8月12日 1,869,000

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7284 （社）九州地方計画協会 電気通信監督補助業務

久保　和幸
九州地方整備局　宮崎河川国道
事務所
宮崎市大工２丁目３９番地

平成17年4月1日 27,930,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7285 （社）九州建設弘済会 用地補償技術補助業務

久保　和幸
九州地方整備局　宮崎河川国道
事務所
宮崎市大工２丁目３９番地

平成17年4月1日 22,890,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7286 （社）九州建設弘済会 大淀川・小丸川管理補助業務

久保　和幸
九州地方整備局　宮崎河川国道
事務所
宮崎市大工２丁目３９番地

平成17年4月1日 15,183,000

 本業務の遂行にあたっては、行政事務に精通し、河川法等の
知識を有するとともに河川管理に関する経験、さらに現地の状
況に精通していることが必要である。また、行政行為の補助に
係わる業務のため中立性・公平性及び守秘義務を求められ
る。
 社団法人九州建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の
円滑な進展に資し、もって国土整備の発展に寄与することを目
的に設立された法人であり、その設立主旨に合致している。
 また、九州管内において河川管理補助を含め堤防点検等の
公共性の高い業務経験及び実績を有し、行政事務に精通し、
河川法等の知識を有するとともに河川管理に関する知識、さら
に現地の状況に精通している技術者を多数有している。
 以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、社団法人九州建設弘済会が唯一の契約相手と判断するも
のである。
 （会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7287 （社）九州建設弘済会
平成１７年度　宮崎河川国道事
務所管内道路巡回業務

久保　和幸
九州地方整備局　宮崎河川国道
事務所
宮崎市大工２丁目３９番地

平成17年4月1日 12,936,000

道路を常時良好な状態に保つため、公権力に基づく権限行使
や施設管理・措置等を直接補完する業務であり、公平・中立性
の確保、専門知識、豊富な経験等から、（社）九州建設弘済会
が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7288 （社）九州建設弘済会
平成１７年度　宮崎河川国道事
務所管内道路管理技術補助外
２件業務

久保　和幸
九州地方整備局　宮崎河川国道
事務所
宮崎市大工２丁目３９番地

平成17年4月1日 40,257,000

道路法に基づく権限行使や施設管理・措置等を直接補完する
業務であり、公平・中立性の確保、専門知識、豊富な経験、高
度な機密の保持等から唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7289 （社）九州建設弘済会
大淀川・小丸川水系直轄管理区
間河川巡視業務

久保　和幸
九州地方整備局　宮崎河川国道
事務所
宮崎市大工２丁目３９番地

平成17年4月1日 27,352,500

 本業務の遂行にあたっては、河川法及び河川管理施設等構
造令等の知識及び現地の状況・河川管理施設等の構造を熟知
し、異常の早期かつ的確な発見ができる能力が必　　要であ
る。また、行政行為の補助に係わる業務のため中立性・公平性
及び守秘義務が求められる。
 社団法人九州建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の
円滑な進展に資し、もって国土整備の発展に寄与することを目
的に設立された法人であり、その設立主旨に合致している。
 また、九州管内において河川巡視を含め堤防点検等の公共
性の高い業務経験及び実績を有し、河川法及び河川管理施設

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7290 （社）九州建設弘済会
宮崎河川国道事務所管内監督
補助業務

久保　和幸
九州地方整備局　宮崎河川国道
事務所
宮崎市大工２丁目３９番地

平成17年4月1日 161,374,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7291 （社）九州建設弘済会
平成１７年度宮崎河川国道事務
所資料整理業務

久保　和幸
九州地方整備局　宮崎河川国道
事務所
宮崎市大工２丁目３９番地

平成17年7月20日 10,080,000

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持に
ついて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7292 （社）九州建設弘済会
大淀川・小丸川水系堤防等点検
業務

久保　和幸
九州地方整備局　宮崎河川国道
事務所
宮崎市大工２丁目３９番地

平成17年8月25日 7,140,000

 業務の履行にあたっては、河川法及び河川管理施設等構造
令等の知識及び現地の状況・河川管理施設等の構造を熟知
し、異常の早期かつ的確な発見ができる能力が必要である。ま
た、行政行為の補助に係わる業務のため中立性・公平性を有
する者及び守秘義務を有する者、及び守秘義務を求め得る者
に限定される。
 社団法人九州建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の
円滑な進展に資し、もって国土整備の発展に寄与することを目
的に設立された法人であり、その設立主旨に合致している。ま
た、九州管内において堤防点検を含め河川巡視等の公共性の
高い業務経験及び実績を有し、河川法及び河川管理施設等構
造令等の知識及び現地の状況・河川管理施設等の構造を熟知
し、異常の早期かつ的確な発見ができる能力がある技術者を
多数有している。
 以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、社団法人九州建設弘済会が唯一の契約相手と判断するも
のである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7293 （社）九州建設弘済会
平成１７年度　宮崎河川国道事
務所管内構造物等定期巡回業
務

久保　和幸
九州地方整備局　宮崎河川国道
事務所
宮崎市大工２丁目３９番地

平成17年11月17日 8,715,000

道路を常に良好な状況に保つため、道路構造物の状況を把握
し報告を行う業務であり、道路法等関係法令及び道路行政に
精通していること、構造物の保全に対し高度な専門知識を有し
ていること及び豊富な実務経験を有し管内の状況を熟知してい
る事から、（社）九州建設弘済会が唯一の契約相手と判断する
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7294 （財）日本気象協会
平成１７年度　宮崎河川国道事
務所道路管理気象情報提供業
務

久保　和幸
九州地方整備局　宮崎河川国道
事務所
宮崎市大工２丁目３９番地

平成17年4月1日 5,197,500

防災業務を迅速かつ的確に遂行するための気象情報提供業
務であり、迅速に多岐にわたる気象情報を提供する必要があ
る。当協会は長年の実績があり、これらの要件を満たす唯一の
機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）

7295 （財）日本気象協会 平成１７年度気象情報提供業務

久保　和幸
九州地方整備局　宮崎河川国道
事務所
宮崎市大工２丁目３９番地

平成17年4月1日 1,144,500

防災業務（火山・地震）を迅速かつ的確に遂行するための気象
情報提供業務であり、火山・地震に関する情報に精通し、迅速
かつ的確に情報提供を行う必要がある。当協会は長年にわた
る実績があり、これらの要件を満たす唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）

7296 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　宮崎河川国道事
務所管内道路施設管理業務

久保　和幸
九州地方整備局　宮崎河川国道
事務所
宮崎市大工２丁目３９番地

平成17年4月1日 36,330,000

道路管理データベースシステムのプログラムの改良、データ更
新、今後のｼｽﾃﾑのあり方等の検討を行うものであり、行政的
視点に立った指導説明・調整が必要な業務であるが、道路行
政及び道路施設の管理・保全に関する手法に精通し、道路管
理データベースシステムの構築、改良、データ整備等に当初よ
り携わっており、唯一の契約相手と判断するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他のもの
一
(随意契約によらざる
を得ないもの)

7297 （社）九州地方計画協会
延岡管内電気通信監督補助業
務

大塚　法晴
九州地方整備局　延岡河川国道
事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８
８９

平成17年4月1日 15,855,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7298 （社）九州建設弘済会 道路管理技術補助外業務

大塚　法晴
九州地方整備局　延岡河川国道
事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８
８９

平成17年4月1日 21,084,000

道路法に基づく権限行使や施設管理・措置等を直接補完する
業務であり、公平・中立性の確保、専門知識、豊富な経験、高
度な機密の保持等から唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7299 （社）九州建設弘済会 延岡管内道路巡回業務

大塚　法晴
九州地方整備局　延岡河川国道
事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８
８９

平成17年4月1日 4,525,500

道路を常時良好な状態に保つため、公権力に基づく権限行使
や施設管理・措置等を直接補完する業務であり、公平・中立性
の確保、専門知識、豊富な経験等から、（社）九州建設弘済会
が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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7300 （社）九州建設弘済会 用地補償技術補助業務

大塚　法晴
九州地方整備局　延岡河川国道
事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８
８９

平成17年4月1日 26,040,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7301 （社）九州建設弘済会 延岡管内監督補助業務

大塚　法晴
九州地方整備局　延岡河川国道
事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８
８９

平成17年4月1日 147,703,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7302 （社）九州建設弘済会 河川巡視及び堤防等点検業務

大塚　法晴
九州地方整備局　延岡河川国道
事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８
８９

平成17年4月1日 9,817,500

 本業務の履行にあたっては、河川法及び河川管理施設等構
造令等の知識及び現地の状況・河川管理施設等の構造を熟知
し異常の早期かつ的確な発見が出来る能力が必要である。ま
た、行政行為の補助に関わる業務のため中立性・公平性を有
する者及び守秘義務を求め得る者に限定される。
 （社）九州建設弘済会は、法人の設立主旨に合致しており、過
去の多くの業務経験及び実績を有し、それらに熟知した技術者
を多数有している。
以上のことから本業務を円滑且つ的確に遂行するためには
（社）九州建設弘済会が唯一の契約相手と判断するものであ
る。
 （会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7303 （社）九州建設弘済会
延岡河川国道事務所文書管理
改善業務

大塚　法晴
九州地方整備局　延岡河川国道
事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８
８９

平成17年7月28日 8,568,000

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

7304 （財）日本気象協会
延岡河川国道事務所気象情報
提供業務

大塚　法晴
九州地方整備局　延岡河川国道
事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８
８９

平成17年4月1日 3,076,500

防災業務を迅速かつ的確に遂行するための気象情報提供業
務であり、２４時間体制でリアルタイムに情報入手し、迅速かつ
的確さが要求され公益性が必要である。当協会はこれらの要
件を満たす唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）
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7305 （財）河川情報センター 河川情報提供業務

大塚　法晴
九州地方整備局　延岡河川国道
事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８
８９

平成17年4月1日 1,260,000

本業務の遂行にあたっては、危機管理の観点から、河川の流
域情報の有用性が評価されており、生活の安全性に対する社
会的要請に対応するためには、正確な河川情報をいち速く入
手するかが災害対策上、 も必要となる。
財団法人河川情報センタ－は①河川・流域情報の収集、処
理、加工、解析、保管及び提供に関する調査研究及び技術開
発を行うことにより情報管理及び情報提供の手法を確立し②そ
の成果を広く国、地方公共団体その他の防災関係機関及び国
民社会に提供するとともに③その活用の促進を図り、もって水
災害による被害の軽減及び危機管理並びに河川の適正な管
理及び利用の増進に資することを目的に設立された法人であ
り、本業務において信頼度の高い河川情報を完備し、提供でき
る機関は当財団しかない。
以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するためには、
財団法人河川情報センタ－が唯一の契約相手と判断するもの
である。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－
（１７年度限）

7306 （社）九州建設弘済会 川内川河川管理技術補助業務

矢野　日出東
九州地方整備局　川内川河川事
務所長
鹿児島県薩摩川内市東大小路
町２０番２号

平成17年4月1日 15,960,000

　本業務の遂行にあたっては、河川行政事務に精通し、河川法
等の知識を有するとともに河川管理に関する経験、更に現地状
況に精通していることが重要である。また、行政行為の補助に
関わる業務のため中立性、公平性を有するもの及び守秘義務
を求め得る者に限定される。
　　（社）九州建設弘済会の法人設立主旨は、上記に合致して
おり、河川管理補助業務の経験豊富な技術者を多数有してい
る。
   以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、社団法人九州建設弘済会が唯一の契約相手と判断するも
のである。
　（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7307 （社）九州建設弘済会 川内川平常時河川巡視業務

矢野　日出東
九州地方整備局　川内川河川事
務所長
鹿児島県薩摩川内市東大小路
町２０番２号

平成17年4月1日 16,590,000

（社）九州建設弘済会は、建設事業の円滑な推進を図ることに
より、国土の発展に奇与することを目的として設立された公益
法人であり、河川法、関係法令及び河川管理業務に精通し、経
験豊富な専門技術力を有している機関である。
特に本業務に関連する活動として広報活動及び河川・道路愛
護活動等の支援等の実績や、平成２年度より本業務を受託し
本業務の履行に当たっての知識・経験・技術力を十分有してい
ると判断できるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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7308 （社）九州建設弘済会 川内川洪水時等河川巡視業務

矢野　日出東
九州地方整備局　川内川河川事
務所長
鹿児島県薩摩川内市東大小路
町２０番２号

平成17年4月1日 7,035,000

社団法人九州建設弘済会は、建設事業の円滑な推進を図るこ
とにより、国土の発展に奇与することを目的に設立された公益
法人であり、河川法、水防法、関係法令に精通し、洪水時の河
川巡視業務に経験豊富な技術者を多数有し、洪水時の河川巡
視業務の実績が豊富であるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7309 （社）九州建設弘済会
川内川河川事務所文書管理改
善業務

矢野　日出東
九州地方整備局　川内川河川事
務所長
鹿児島県薩摩川内市東大小路
町２０番２号

平成17年7月25日 5,659,500

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

7310 （社）九州建設弘済会
川内川河川事務所資料整理業
務

矢野　日出東
九州地方整備局　川内川河川事
務所長
鹿児島県薩摩川内市東大小路
町２０番２号

平成18年2月23日 4,000,500

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

7311 （財）日本気象協会 気象情報提供業務

矢野　日出東
九州地方整備局　川内川河川事
務所長
鹿児島県薩摩川内市東大小路
町２０番２号

平成17年4月1日 1,795,500

防災業務を迅速かつ的確に遂行するための気象情報提供業
務であり、リアルタイム情報提供、異常気象時の２４時間の対
応が必要である。当協会は、これらの要件を満たす唯一の機
関である。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）

7312 （財）河川情報センター 河川情報提供業務

矢野　日出東
九州地方整備局　川内川河川事
務所長
鹿児島県薩摩川内市東大小路
町２０番２号

平成17年4月1日 4,227,300

河川・流域情報について情報管理及び情報提供の手法を確立
しその成果を広く国、地方公共団体その他防災機関及び国民
社会に提供することを目的に設立された法人であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－
（１７年度限）

7313 （社）九州建設弘済会
川内川河川事務所管内監督補
助業務

矢野　日出東
九州地方整備局　川内川河川事
務所長
鹿児島県薩摩川内市東大小路
町２０番２号

平成17年9月30日 15,225,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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7314 （社）九州地方計画協会 川内川上流堰等管理補助業務

矢野　日出東
九州地方整備局　川内川河川事
務所長
鹿児島県薩摩川内市東大小路
町２０番２号

平成17年5月17日 5,880,000

社団法人　九州地方計画協会は、社会資本の整備拡充と公共
事業の円滑な推進に協力し、もって地域の発展に寄与すること
を目的に設立された公益法人であり、直轄の河川管理施設で
あるダム、堰における管理補助業務の実績があり、幅広い専
門的知識を持った技術者を多数保有し、九州地方整備局管内
における同等施設の管理に関する業務内容に精通熟練してい
る組織であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7315 （社）九州建設弘済会 川内川堤防等点検業務委託

矢野　日出東
九州地方整備局　川内川河川事
務所長
鹿児島県薩摩川内市東大小路
町２０番２号

平成17年6月28日 6,195,000

社団法人九州建設弘済会は、建設事業の円滑な推進を図るこ
とにより、国土の発展に奇与することを目的として設立された上
記に合致した公益法人であり、河川法、関係法令及び堤防等
点検業務の経験豊富な技術者を多数有し、堤防等点検業務の
実績が豊富であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7316 （社）九州地方計画協会 大隅電気通信監督補助業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年9月30日 7,770,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7317 （社）九州建設弘済会 肝属川洪水時等河川巡視業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年4月1日 1,554,000

本業務は、洪水時等に河川の安全性を保持するためと被災し
た箇所を 小限の被害で押さえるため、河川管理施設や許可
工作物保全状況、洪水の流れ、洪水時に撤去すべき工作物状
況、工事箇所の保全状況、堤内地の浸水状況、水防活動状況
等を的確に把握し、正確に報告しなければならない。従って、
本業務を遂行するには河川法は勿論のこと、河川法施行令、
河川法施行規則や河川管理施設等構造令、工作物設置許可
基準等の関係法規に精通し、日頃の河川特性を十分に把握し
た河川行為の補助としての経験が豊富で専門知識を有するこ
とが必要である。（社）九州建設弘済会は、河川管理業務全般
に精通し、経験豊富な技術者を多数有している。以上のことか
ら、本業務を遂行するうえで（社）九州建設弘済会が も適切
な契約相手と判断され、随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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7318 （社）九州建設弘済会 大隅用地補償技術補助業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年4月1日 22,890,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7319 （社）九州建設弘済会 桜島砂防管内施設巡視業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年4月1日 2,520,000

　本業務は、平常時に治水上砂防としての安全性を保持するた
め、砂防施設等や観測機器等の保全状況、砂防指定地の保全
状況等を的確に把握し、正確に報告しなければならない。また
出水後においても、砂防施設の損傷や異常等の状況を的確及
び速やかに報告しなければならない。
 従って、本業務を遂行するには砂防法・鹿児島県条例は勿論
のこと河川法・河川法施行令、河川法施行規則や河川管理施
設等構造令、工作物設置許可基準等の関係法規に精通し、桜
島の河川の特性を十分に把握し、河川行為の補助においても
経験が豊富で専門知識を有することが必要である。
　（社）九州建設弘済会は、桜島砂防事業・河川管理業務全般
に精通し、経験豊富な技術者を多数有している。
　以上のことから、本業務を遂行するうえで（社）九州建設弘済
会が も適切な契約相手と判断され、随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7320 （社）九州建設弘済会 肝属川河川巡視業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年4月1日 11,340,000

本業務は、平常時に河川の安全性を保持するため、河川管理
施設や許可工作物保全状況、工事箇所の保全状況等を的確
に把握し、正確に報告しなければならない。従って、本業務を
遂行するには河川法は勿論のこと、河川法施行令、河川法施
行規則や河川管理施設等構造令、工作物設置許可基準等の
関係法規に精通し、日頃の河川特性を十分に把握した河川行
為の補助としての経験が豊富で専門知識を有することが必要
である。（社）九州建設弘済会は、河川管理業務全般に精通
し、経験豊富な技術者を多数有している。以上のことから、本
業務を遂行するうえで（社）九州建設弘済会が も適切な契約
相手と判断され、随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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7321 （社）九州建設弘済会
平成１７年度大隅河川国道事務
所管内設計補助業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年4月1日 83,391,000

本業務を実施するに当たって、道路・河川事業等に関する設計
施工の内容に精通し豊富な知識を有することと、道路・河川の
積算に関する「土木工事積算基準書」等を熟知している必要が
ある。また、積算の経験及び機密の保持等が重要であるととも
に、公平・中立な立場であることが必要不可欠であり、社団法
人九州建設弘済会はこれらの要件を満たす唯一の機関であ
る。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

7322 （社）九州建設弘済会 桜島管内監督補助業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年4月1日 45,276,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7323 （社）九州建設弘済会 大隅管内道路巡回業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年4月1日 8,505,000

道路を常時良好な状態に保つため、公権力に基づく権限行使
や施設管理・措置等を直接補完する業務であり、公平・中立性
の確保、専門知識、豊富な経験等から、（社）九州建設弘済会
が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7324 （社）九州建設弘済会
大隅管内道路管理技術補助業
務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年4月1日 15,802,500

道路法に基づく権限行使や施設管理・措置等を直接補完する
業務であり、公平・中立性の確保、専門知識、豊富な経験、高
度な機密の保持等から唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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7325 （社）九州建設弘済会 肝属川堤防等点検業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年5月13日 3,780,000

　本業務の遂行にあたっては、異常の早期かつ的確な発見が
できる能力が必要であることから、河川法施行令、河川法施行
規則や河川管理施設等構造令、工作物設置許可基準等の関
係法規に精通し、行政行為の補助に係わる業務のため中立
性・公平性を有する者及び守秘義務を求め得る者に限定され
る。また、日頃の河川特性を充分に把握し、河川行政の補助的
経験が豊富で専門的知識を有することが必要である。（社）九
州建設弘済会は、建設行政の推進と建設事業の円滑な進展に
資し、もって国土整備の発展に寄与することを目的として設立さ
れた唯一の機関である。特に本業務に関連する調査として、平
常時河川巡視、洪水時等河川巡視、堤防点検等の実績を多く
残しており、本業務の履行にあたっての知識・経験・技術力を
十分有し、肝属川水系での緊急時に即座に的確な対応が可能
であると判断出来る。以上のことから、本業務を円滑且つ的確
に遂行するためには、（社）九州建設弘済会が唯一の契約相手
と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7326 （社）九州建設弘済会
平成１７年度大隅河川国道事務
所文書整理業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年8月5日 15,130,500

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

7327 （社）九州建設弘済会 大隅管内道路定期巡回業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年9月30日 5,859,000

道路を常に良好な状況に保つため、道路構造物の状況を把握
し報告を行う業務であり、道路法等関係法令及び道路行政に
精通していること、構造物の保全に対し高度な専門知識を有し
ていること及び豊富な実務経験を有し管内の状況を熟知してい
る事から、（社）九州建設弘済会が唯一の契約相手と判断する
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7328 （財）日本気象協会 大隅管内気象情報提供業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年4月1日 5,134,500

防災業務を迅速かつ的確に遂行するための気象情報提供業
務であり、基本情報及び専門的な判断による詳細な予測情報
の配信が必要である。当協会は実績があり、これらの要件を満
たす唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）
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7329 （財）河川情報センター 大隅管内河川情報提供業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年4月1日 2,337,300

本業務の遂行にあたっては、危機管理の観点から、河川の流
域情報の有用性が評価されており、生活の安全性に対する社
会的要請に対応するためには、正確な河川情報をいち速く入
手するかが災害対策上、 も必要となる。財団法人河川情報
センターは①河川・流域情報の収集、処理、加工、解析、保管
及び提供に関する調査研究及び技術開発を行うことにより情
報管理及び情報提供の手法を確立し②その成果を広く国、地
方公共団体その他の防災関係機関及び国民社会に提供する
とともに③その活用の促進を図り、もって水災害による被害の
軽減及び危機管理並びに河川の適正な管理及び利用の増進
に資することを目的に設立された法人であり、本業務において
信頼度の高い河川情報を完備し、提供できる機関は当財団し
かない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上のこと
から、本業務を円滑且つ的確に遂行するためには、財団法人
河川情報センターが唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－
（１７年度限）

7330 （社）九州建設弘済会
大隅河川国道事務所道路関係
監督補助業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年4月1日 78,540,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7331 （社）九州地方計画協会
鹿児島管内電気通信監督補助
業務

遠藤　和重
九州地方整備局　鹿児島国道事
務所長
鹿児島市浜町２番５号

平成17年4月1日 15,645,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7332 （社）九州建設弘済会
鹿児島国道管内業務技術補助
業務

遠藤　和重
九州地方整備局　鹿児島国道事
務所長
鹿児島市浜町２番５号

平成17年4月1日 97,650,000

本業務を実施するに当たっては、国土交通省の道路行政事務
及び当該事務所が実施している事業内容等について十分に精
通し、機密の保持及び公平・中立な立場であることが必要不可
欠であり、社団法人九州建設弘済会はこれらの要件を満たす
唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7333 （社）九州建設弘済会 川内道路管内監督補助業務

遠藤　和重
九州地方整備局　鹿児島国道事
務所長
鹿児島市浜町２番５号

平成17年4月1日 88,725,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7334 （社）九州建設弘済会
鹿児島国道事務所管内トンネル
管理設備等運転監視業務

遠藤　和重
九州地方整備局　鹿児島国道事
務所長
鹿児島市浜町２番５号

平成17年4月1日 26,040,000

トンネル監理設備の運転監視、システムによる道路情報収集、
及び伝達、設備の操作を行ううえで、本業務を円滑かつ的確に
遂行するためには、管理区間に精通、情報連絡体制の即応体
制の確保、及び道路管理能力を有する経験豊富な技術者を多
数有する唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7335 （社）九州建設弘済会
鹿児島国道事務所管内道路巡
回業務

遠藤　和重
九州地方整備局　鹿児島国道事
務所長
鹿児島市浜町２番５号

平成17年4月1日 19,362,000

道路を常時良好な状態に保つため、公権力に基づく権限行使
や施設管理・措置等を直接補完する業務であり、公平・中立性
の確保、専門知識、豊富な経験等から、（社）九州建設弘済会
が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7336 （社）九州建設弘済会
鹿児島国道事務所管内道路管
理技術補助外１件業務

遠藤　和重
九州地方整備局　鹿児島国道事
務所長
鹿児島市浜町２番５号

平成17年4月1日 69,867,000

道路法に基づく権限行使や施設管理・措置等を直接補完する
業務であり、公平・中立性の確保、専門知識、豊富な経験、高
度な機密の保持等から唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7337 （社）九州建設弘済会 鹿児島国道管内監督補助業務

遠藤　和重
九州地方整備局　鹿児島国道事
務所長
鹿児島市浜町２番５号

平成17年4月1日 162,361,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7338 （社）九州建設弘済会 用地補償技術補助業務

遠藤　和重
九州地方整備局　鹿児島国道事
務所長
鹿児島市浜町２番５号

平成17年4月1日 34,020,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7339 （社）九州建設弘済会
平成１７年度鹿児島国道事務所
文書管理改善業務

遠藤　和重
九州地方整備局　鹿児島国道事
務所長
鹿児島市浜町２番５号

平成17年8月2日 11,865,000

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

7340 （社）九州建設弘済会
鹿児島国道事務所管内定期巡
回業務

遠藤　和重
九州地方整備局　鹿児島国道事
務所長
鹿児島市浜町２番５号

平成17年8月24日 8,715,000

道路を常に良好な状況に保つため、道路構造物の状況を把握
し報告を行う業務であり、道路法等関係法令及び道路行政に
精通していること、構造物の保全に対し高度な専門知識を有し
ていること及び豊富な実務経験を有し管内の状況を熟知してい
る事から、（社）九州建設弘済会が唯一の契約相手と判断する
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7341 （財）日本気象協会 気象情報提供業務

遠藤　和重
九州地方整備局　鹿児島国道事
務所長
鹿児島市浜町２番５号

平成17年4月1日 6,426,000

防災業務を迅速かつ的確に遂行するための気象情報提供業
務であり、詳細かつ正確な情報を保有し、随時対応できること
が必要である。当協会は長年の実績があり、これらの要件を満
たす唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）

7342 （社）九州地方計画協会 緑川ダム管理補助業務

前田　力
九州地方整備局　緑川ダム管理
所
熊本県下益城郡美里町畝野３４
５６

平成17年4月1日 13,020,000

    本業務の遂行するためには、ダム管理に関する諸基準等を
熟知し、機密の保持等が重要である。またダム管理補助員は、
「ダム管理技士認定試験」に合格し管理技士として登録されて
いることと共に公平・中立な立場であることが必要不可欠であ
る。
　　社団法人九州計画協会は、ダム管理の経験豊富な技術者
を有していると共にダム管理所の管理補助業務としての実績
があることから本業務の内容に精通しており、更にこれらの実
績において秘密保持が十分確保出来たことから信頼度も十分
に備え　　　　　ている。
　　以上のことから、本業務を円滑に遂行するには、社団法人
九州地方計画協会が唯一の契約相手と判断するものである。
 （会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7343 （社）九州地方計画協会
松原・下筌ダム機械設備監督補
助業務

石丸　昭久
九州地方整備局　筑後川ダム統
合管理事務所
福岡県久留米市高野町１丁目
２ー２

平成17年4月1日 15,645,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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7344 （社）九州地方計画協会 松原・下筌ダム管理補助業務

石丸　昭久
九州地方整備局　筑後川ダム統
合管理事務所
福岡県久留米市高野町１丁目
２ー２

平成17年4月1日 37,590,000

本業務を遂行するためには、ダム管理に関する諸基準等を熟
知し、機密の保持等が重要である。またダム管理補助員は「ダ
ム管理技士認定試験」に、合格し管理技士として登録されてい
ることと共に公平・中立な立場であることが必要不可欠である。
社団法人九州地方計画協会は、ダム管理の経験豊富な技術
者を有していると共にダム管理所の管理補助業務としての実
績があることから本業務の内容に精通しており、更にこれらの
実績において秘密保持が十分確保出来たことから信頼度も十
分に備えている。以上のことから、本業務を円滑に遂行するに
は、社団法人九州地方計画協会が唯一の契約相手と判断する
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7345 （社）九州地方計画協会 電気通信施設外管理補助業務

石丸　昭久
九州地方整備局　筑後川ダム統
合管理事務所
福岡県久留米市高野町１丁目
２ー２

平成17年4月1日 32,518,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7346 （社）九州建設弘済会 用地補償技術補助業務

石丸　昭久
九州地方整備局　筑後川ダム統
合管理事務所
福岡県久留米市高野町１丁目
２ー２

平成17年4月1日 11,970,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7347 （社）九州建設弘済会
筑後川ダム統合管理事務所文
書管理改善業務

石丸　昭久
九州地方整備局　筑後川ダム統
合管理事務所
福岡県久留米市高野町１丁目
２ー２

平成17年7月5日 3,549,000

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

7348 （財）日本気象協会 気象情報提供業務

石丸　昭久
九州地方整備局　筑後川ダム統
合管理事務所
福岡県久留米市高野町１丁目
２ー２

平成17年4月1日 4,032,000

流水管理、ダム管理業務を迅速かつ的確に遂行するための気
象情報提供業務であり、豊富な気象データによる信頼性の高
い情報提供能力を保持し、大雨時でも確実な情報提供が必要
である。当協会はこれらの要件を満たす唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7349 （財）日本気象協会 気象情報表示システム改良

石丸　昭久
九州地方整備局　筑後川ダム統
合管理事務所
福岡県久留米市高野町１丁目
２ー２

平成18年1月19日 13,125,000

業者は、本表示システムの製作・設置を行っており、システム
に関する知識を有しており、本作業内容に精通している。本作
業は筑後川ダム統合管理事務所にある表示システムの情報の
追加及びシステムの改良であり、上記業者以外実施が不可能
である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に企画競
争に移行すべく準備
を進める）

7350 （社）九州地方計画協会 鶴田ダム管理補助業務

山本　隆利
九州地方整備局　鶴田ダム管理
所
鹿児島県薩摩郡さつま町神子３
９８８－２

平成17年4月1日 13,335,000

　本業務を遂行するためには、ダム等に関連する諸基準等を
熟知し、機密の保持等が重要である。またダム管理補助員は、
「ダム管理技士認定試験」に合格しダム管理技士として登録さ
れていることと共に公平・中立な立場であることが必要不可欠
である。
 　 社団法人　九州地方計画協会は、ダム管理の経験豊富な
技術者を多数有していると共にダム管理所の管理補助員とし
ての実績があること、さらに、これらの実績において秘密保持
が十分確保できたことから信頼度も十分に備えている。
　　以上のことから、本業務を円滑に遂行するには、社団法人
九州地方計画協会が 適な契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7351 （財）河川情報センター 河川情報提供業務

山本　隆利
九州地方整備局　鶴田ダム管理
所
鹿児島県薩摩郡さつま町神子３
９８８－２

平成17年4月1日 1,890,000

　本業務の遂行にあたっては、危機管理の観点から、河川の流
域情報の有用性が評価されており、生活の安全性に対する社
会的要請に対応するためには、正確な河川情報をいち速く入
手するかが災害対策上、 も必要となる。
　財団法人河川情報センタ－は①河川・流域情報の収集、処
理、加工、解析、保管及び提供に関する調査研究及び技術開
発を行うことにより情報管理及び情報提供の手法を確立し②そ
の成果を広く国、地方公共団体その他の防災関係機関及び国
民社会に提　　供するとともに③その活用の促進を図り、もって
水災害による被害の軽減及び危機管理並びに河川の適正な
管理及び利用の増進に資することを目的に設立された法人で
あり、本業務において信頼度の高い河川情報を完備し、提供で
きる機関は当財団しかない。
　以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、財団法人河川情報センタ－が唯一の契約相手と判断する
ものである。
  （会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－
（１７年度限）

7352 （社）九州地方計画協会
平成１７年度厳木ダム管理補助
業務

橋村　和敏
九州地方整備局　厳木ダム管理
所
佐賀県唐津市厳木町広瀬４４６
－４

平成17年4月1日 12,075,000

  本業務を遂行するためには、ダムに関する諸基準等を熟知す
ると共に、業務に係る施設等の特性、操作方法、当該ダム流域
における水理水文の特性を熟知し、管理補助の経験及び機密
の保持等が重要である。また、ダム管理補助員は、「ダム管理
技士認定試験」に合格し、管理技士として登録されていることと
共に、公平・中立な立場であることが必要不可欠である。
    （社）九州地方計画協会は、ダム管理補助の経験豊富な技
術者を多数有していると共に、ダム管理補助員としての実績が
あること、さらに、これらの実績において秘密保持が十分確保
できたことから信頼度も十分に備えている唯一の機関である。
　以上のことから、本業務を遂行するには（社）九州地方計画協
会が 適の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7353 （財）日本気象協会
平成１７年度　厳木ダム気象情
報収集業務

橋村　和敏
九州地方整備局　厳木ダム管理
所
佐賀県唐津市厳木町広瀬４４６
－４

平成17年4月1日 1,963,500

ダム管理業務を迅速かつ的確に遂行するための気象情報提
供業務であり、豊富な気象データによる信頼性の高い情報提
供能力を保持し、大雨時でも確実な情報提供が必要である。当
協会はこれらの要件を満たす唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）

7354 （社）九州建設弘済会
山国川河川巡視及び堤防等点
検業務

中島　修
九州地方整備局　山国川河川事
務所
大分県中津市大字高瀬１８５１
－２

平成17年4月1日 8,137,500

社団法人九州建設弘済会は、「建設行政の推進と建設事業の
進展に寄与し、もって国土開発の発展に資することを目的す
る。」法人であり、民法第34条の規定に基づき設置された社団
法人であることにより、建設事業の普及のための広報活動・建
設事業施工の調査研究に関する事業等を行っており、河川法
や関係法規に精通し、管内流域あるいは管理施設状況等現地
もよく把握しており、経験豊富な経験を有しているとともに、そ
のような人材を多数有している。
以上のことから、本業務を遂行するうえで社団法人九州建設弘
済会が、 も適切な契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7355 （社）九州建設弘済会 管内監督補助業務

中島　修
九州地方整備局　山国川河川事
務所
大分県中津市大字高瀬１８５１
－２

平成17年4月1日 16,275,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7356 （社）九州建設弘済会 平成１７年度文書管理改善業務

中島　修
九州地方整備局　山国川河川事
務所
大分県中津市大字高瀬１８５１
－２

平成17年9月22日 5,155,500

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7357 （財）河川情報センター 河川情報提供業務

中島　修
九州地方整備局　山国川河川事
務所
大分県中津市大字高瀬１８５１
－２

平成17年4月1日 1,890,000

　本業務の遂行にあたっては、危機管理の観点から、河川の流
域情報の有用性が評価されており、生活の安全性に対する社
会的要請に対応するためには、正確な河川情報をいち速く入
手するかが災害対策上、 も必要となる。
　財団法人河川情報センタ－は①河川・流域情報の収集、処
理、加工、解析、保管及び提供に関する調査研究及び技術開
発を行うことにより情報管理及び情報提供の手法を確立し②そ
の成果を広く国、地方公共団体その他の防災関係機関及び国
民社会に提供するとともに③その活用の促進を図り、もって水
災害による被害の軽減及び危機管理並びに河川の適正な管
理及び利用の増進に資することを目的に設立された法人であ
り、本業務において信頼度の高い河川情報を完備し、提供でき
る機関は当財団しかない。
　以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、財団法人河川情報センタ－が唯一の契約相手と判断する
ものである。
  （会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－
（１７年度限）

7358 （社）九州地方計画協会 ダム・堰管理補助業務

中島　修
九州地方整備局　山国川河川事
務所
大分県中津市大字高瀬１８５１
－２

平成17年4月1日 49,917,000

本業務の遂行においては、受託者及び管理補助員は、耶馬渓
ダム及び平成大堰の特質等を十分理解し業務を行う必要があ
り、ダム及び堰に関する諸基準等を熟知すると共に、ダム及び
堰管理上の技術を有する事が必要である。ダム及び堰の管理
補助員は、財団法人ダム水源地域整備センターが行うダム管
理技士認定試験に合格しダム管理技士として登録され、なおか
つ諸管理に関して十分な知識を有していることが必要不可欠で
ある。（社）九州地方計画協会は、ダム及び堰の管理について
経験豊富な技術者（ダム管理技士）を多数有していると共にダ
ム及び堰の管理補助業務に関して実績があり、当該業務に十
分精通している。以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂
行するためには、（社）九州地方計画協会が唯一の契約相手と
判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7359 （社）九州地方計画協会
九州建設技術フォーラム２００５ｉ
ｎ福岡企画・広報業務

吉原　匠
九州地方整備局　九州技術事務
所
福岡県久留米市高野１丁目３番
１号

平成17年5月19日 1,995,000

建設関係に携わる産学官が共同で建設分野における新技術
の開発・活用・普及のための連携を促進するための情報交換と
意見交換を行うために開催されるフォ－ラムであり、その趣旨
から、国土交通行政に精通し、かつ建設技術に関する専門的
な知識が必要となる。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7360 （社）九州建設弘済会
九州技術事務所文書管理改善
業務

吉原　匠
九州地方整備局　九州技術事務
所
福岡県久留米市高野１丁目３番
１号

平成17年8月29日 3,937,500

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7361
（財）日本建設情報総合セン
ター

電子成果物登録管理および登
録システム保守運用業務

吉原　匠
九州地方整備局　九州技術事務
所
福岡県久留米市高野１丁目３番
１号

平成17年4月4日 9,450,000

本業務を実施するに当たっては、電子納品に関する各種基準・
要領等、電子納品管理ｼｽﾃﾑ、保管管理ｼｽﾃﾑを熟知している
ことと、システムに関する問題点の解決を立案するにあたり、公
平・中立な立場が必要不可欠であり、財団法人日本建設情報
総合ｾﾝﾀｰはこれらの要件を満たす唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

7362 （社）日本建設機械化協会
建設機械施工技術開発のため
の基礎調査

吉原　匠
九州地方整備局　九州技術事務
所
福岡県久留米市高野１丁目３番
１号

平成18年1月18日 10,080,000

　本業務は、建設事業における機械化施工に関する広範な知
識や機械施工技術開発に関して総合的な経験と専門知識及び
新たな技術等の動向を適切に把握したうえで調査検討を行う
必要がある。
　本協会は、建設事業の機械化施工を推進し、建設行政を補
完する機関として設立された公益法人であり、業務の目的であ
る新しい技術開発を進めるうえで、現状での 新技術の資料
収集、取り組み上の問題点及び実現性について、基礎的な調
査及び資料整理などに精通しており、本業務を円滑かつ的確
に遂行するための唯一の契約対象機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に企画競
争に移行すべく準備
を進める）

公募手続き
を導入

7363 （社）九州建設弘済会
国営海の中道海浜公園事務所
管内監督補助業務

五十嵐　康之
九州地方整備局　国営海の中道
海浜公園事務所
福岡市東区大字西戸崎１８－２
５

平成17年4月1日 26,040,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7364 （社）九州地方計画協会
吉野ヶ里歴史公園電気通信現
場技術業務

太田　広
九州地方整備局　国営吉野ヶ里
歴史公園事務所
佐賀県神埼郡三田川町大字田
手１８６９

平成17年4月1日 15,330,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7365 （社）九州建設弘済会
国営吉野ヶ里歴史公園管内監
督補助業務

太田　広
九州地方整備局　国営吉野ヶ里
歴史公園事務所
佐賀県神埼郡三田川町大字田
手１８６９

平成17年4月1日 14,910,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7366 （社）九州建設弘済会
平成１７年度国営吉野ヶ里歴史
公園事務所文書整理業務

太田　広
九州地方整備局　国営吉野ヶ里
歴史公園事務所
佐賀県神埼郡三田川町大字田
手１８６９

平成17年8月17日 1,575,000

特定の個人に関する情報や契約、交渉または争訟に関する情
報、さらには事業に関し審議検討段階における情報等不開示
情報を有する行政文書の整理を行う業務であり、機密保持つ
いて相当の信頼性を必要とするため。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

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

7367 （社）九州建設弘済会
国営吉野ヶ里歴史公園管内技
術補助業務

太田　広
九州地方整備局　国営吉野ヶ里
歴史公園事務所
佐賀県神埼郡三田川町大字田
手１８６９

平成17年12月26日 3,150,000

本業務を実施するに当たっては、国土交通省の公園行政事務
及び当該事務所が実施している事業内容等について十分に精
通し、機密の保持及び公平・中立な立場であることが必要不可
欠であり、社団法人九州建設弘済会はこれらの要件を満たす
唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7368 三菱電機（株） 大隅道路情報処理装置改造

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成18年1月25日 3,045,000

機械設備等のシステム改良は、当該会社が設計・製作・据付
調整までの全てをおこなっており、設備を熟知している製作会
社以外では、本改造を実施出来ないため。（会計法第２９条の
３第４項）

その他のもの
一
(随意契約によらざる
を得ないもの)

7369 三菱電機（株） 画像情報表示装置改造

遠藤　和重
九州地方整備局　鹿児島国道事
務所
鹿児島市浜町２番５号

平成18年2月13日 2,205,000

機械設備等のシステム改良は、当該会社が設計・製作・据付
調整までの全てをおこなっており、設備を熟知している製作会
社以外では、本改造を実施出来ないため。（会計法第２９条の
３第４項）

その他のもの
一
(随意契約によらざる
を得ないもの)

7370 （独）土木研究所 嘉瀬川ダム水理設計業務

桑野　修司
九州地方整備局　嘉瀬川ダム工
事事務所
佐賀市高木瀬東２丁目１６番３５
号

平成17年7月12日 7,500,000

・技術基準を策定し根拠に精通しているとともに特定の者の利
益とならない中立性・公　共性を備えている唯一の機関。
・全国を網羅してダム設計、水理実験及びダム完成後の実水
理現象に関する普遍的なデータベースを構築・保有しており、
個別ダムの水理現象解析、設計に当たって必要な　データベー
スを保有する唯一の機関。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7371 （独）土木研究所 立野ダム水理設計業務

城戸　達則
九州地方整備局　立野ダム工事
事務所
熊本市下南部１丁目４－７３

平成17年7月15日 10,000,000

・技術基準を策定し根拠に精通しているとともに特定の者の利
益とならない中立性・公　共性を備えている唯一の機関。
・全国を網羅してダム設計、水理実験及びダム完成後の実水
理現象に関する普遍的なデータベースを構築・保有しており、
個別ダムの水理現象解析、設計に当たって必要な　データベー
スを保有する唯一の機関。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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7372 （独）土木研究所 立野ダムサイト浸透流解析業務

城戸　達則
九州地方整備局　立野ダム工事
事務所
熊本市下南部１丁目４－７３

平成17年7月25日 10,000,000

・技術基準を策定し根拠に精通しているとともに特定の者の利
益とならない中立性・公　共性を備えている唯一の機関。
・全国を網羅してダム設計、水理実験及びダム完成後の実水
理現象に関する普遍的なデータベースを構築・保有しており、
個別ダムの水理現象解析、設計に当たって必要な　データベー
スを保有する唯一の機関。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7373 （財）河川情報センター
白川・緑川洪水危機管理演習詳
細検討及び実施支援業務

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年4月15日 24,150,000

　自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管
理を行えるようにするためには、シナリオのない状況の中で臨
機の判断等の対処能力を向上させるための訓練が不可欠であ
る。
ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプ
レーヤーに分かれ、コントローラーから付与される状況に応じ
てシナリオを知らされていないプレーヤーがその場で判断し行
動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法
である。
当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について
著作権を有している。また、災害対応について、経験と代替性
のない特定の知識等を有する演習実施組織を擁する唯一の者
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

①一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（12,035千円、H19年
度以降一般競争入札
に移行）
②随意契約によらざ
るを得ないもの
（12,115千円）

7374 （財）河川情報センター 災害危機管理訓練支援業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年7月1日 14,700,000

　自然災害時のような予測不可能な状況の中で適切な危機管
理を行えるようにするためには、シナリオのない状況の中で臨
機の判断等の対処能力を向上させるための訓練が不可欠であ
る。
ロールプレイング方式の危機管理演習は、コントローラーとプ
レーヤーに分かれ、コントローラーから付与される状況に応じ
てシナリオを知らされていないプレーヤーがその場で判断し行
動する実践的な訓練であり、上記目的を達成する唯一の手法
である。
当該財団は、ロールプレイング方式の危機管理演習について
著作権を有している。また、災害対応について、経験と代替性
のない特定の知識等を有する演習実施組織を擁する唯一の者
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

①一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（7,326千円、Ｈ１９年
度以降一般競争入札
に移行）
②随意契約によらざ
るを得ないもの（7,374
千円）

7375 （財）河川情報センター
市町村公開用統一河川情報シ
ステム試験運用・改良検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年8月19日 239,400,000

当該財団は、統一河川情報システムの著作権を有している。ま
た、システムの開発者として、大量の河川情報を提供する統一
河川情報システムについて、代替性のない特定の知識等を有
している。当該財団は統一河川情報システムの定数設定等の
改良ができる唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
一
(随意契約によらざる
を得ないもの)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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契約を締結した日
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（円）
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7376 （財）河川情報センター
西部（八本木山）レーダ雨量計
精度向上検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年11月24日 21,840,000

　本業務の遂行にあたっては、地方整備局等のレーダ雨量
データの収集・配信に関する知識等に熟知していることは基よ
り、レーダ雨量観測値を抽出し、かつ観測特性の解析、精度解
析、評価及びデータ保存を行える技術を有していることが不可
欠である。
　財団法人河川情報センターは、河川及びその流域に関する
情報の収集、処理・加工、解析、保管及び提供に関する調査研
究及び技術開発を行うことにより、情報管理及び情報提供の手
法を確立し、その成果を広く国、地方公共団体その他の防災関
係機関及び国民社会に提供するとともに、その活用の促進を
図り、もって水災害による被害の軽減及び危機管理並びに河
川の適正な管理及び利用の増進を資することを目的に設立さ
れた公益法人であり、国土交通省のレーダ雨量計全国合成シ
ステムの運用管理への支援や、レーダ雨量計の高精度補正技
術の開発を行っている。
　また、レーダ雨量計の精度管理については、観測特性解析と
設定用数値テーブルの作成、ならびにこれと密接不可分である
雨滴定数Ｂ、βの解析業務を実施しており、高度な知識と技術
を有している。
　以上のことから、本業務を円滑かつ、的確に遂行するために
は、財団法人河川情報センターが唯一の契約相手と判断する
ものである。
　（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－
（１７年度限）

7377 （財）河川情報センター
統一河川情報システム運営支援
業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年12月15日 10,080,000

当該財団は、統一河川情報システムの著作権を有している。ま
た、システムの開発者として、大量の河川情報を提供する統一
河川情報システムについて、代替性のない特定の知識等を有
している。当該財団は統一河川情報システムの定数設定等の
改良ができる唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
一
(随意契約によらざる
を得ないもの)

7378 （財）河川情報センター
雲仙小型レーダ雨量計精度検
証業務

秦　耕二
九州地方整備局　雲仙復興事務
所
長崎県島原市下川尻町７ー４

平成18年1月17日 10,500,000

（財）河川情報センターは、レーダ雨量計理論、無線工学及び
気象学に十分精通しており、国土交通省が設置している全て
の標準レーダ雨量計の検証業務を行っている。
　また上記業者は、雲仙復興事務所の小型レーダ雨量計の計
画を行っており、気象特性も十分把握しているため、上記業者
以外では、本業務を合理的かつ迅速・正確に履行することは不
可能である。
　よって上記業者と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－
（１７年度限）

7379 （財）河川情報センター
佐賀河川統合管理システム概略
検討業務

森川　幹夫
九州地方整備局　佐賀河川総合
開発工事事務所
佐賀市日の出１丁目７５１番地

平成17年12月20日 12,264,000

　本業務は、多種多様な情報を取り扱う高度で公共性の高い
監視システムを検討するものである。
　財団法人 河川情報センターは、河川情報を取り扱う機関とし
て、国土交通省の認可を受けた公益法人であり、国土交通省・
地方公共団体の河川管理に関する情報通信・監視制御システ
ムに精通し、また、IT技術を活用した高度な河川管理に関する
専門分野の幅広い知識と豊富な経験を持っていることや、「洪
水予測提供システム」など、河川管理関係の総合的なシステム
を熟知している唯一の機関である。また、河川管理に関する高
度で総合的な技術力・経験を持ち、併せて、中立性・公平性を
有す唯一の業者である。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－
（１７年度限）
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7380 （財）河川情報センター
筑後川・矢部川水文観測体制検
討業務

井山　聡
九州地方整備局　筑後川河川事
務所
福岡県久留米市高野１丁目２番
１号

平成18年1月13日 15,330,000

筑後川の水文調査計画を検討するためには極めて高度な技術
が必要で、特に瀬ノ下観測所は、類い希な環境の中で観測を
実施していることから高度な技術応用力が不可欠である。
(財)河川情報センターは、河川の水文観測等の技術を研究し、
高度な技術を有する唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－
（１７年度限）

7381 （財）河川情報センター 水文観測高度化検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年7月25日 63,903,000

本業務は、水文観測データの高度照査を踏まえて水文観測体
制の高度化の検討するものであり、水文観測及び高度照査
データに関して専門的な知識が必要である。当該財団は水文
データの高度照査システムを開発するなど高度照査について
代替性のない知識を有しているとともに精度向上の検討に必
要な知識と経験を持ち本業務を遂行できる唯一の者である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（平
成１９年度以降、企画
競争を実施）

7382 （財）河川情報センター
平成１７年度河川情報精度管理
業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年4月1日 44,940,000

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

その他のもの
一
(随意契約によらざる
を得ないもの)

7383 （社）建設電気技術協会
統合通信網のＶｏＩＰ運用管理手
法及び標準機器仕様検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年10月3日 68,250,000

本業務の実施に必要な、国交省の光及びマイクロ通信統合網
に関する高度な技術力と、評価・選定を行う際の公平・中立性
が有り、情報通信技術に関する高度な知識、経験、技術力を有
しており、本業務を円滑に履行出来る唯一の機関であるため。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7384 （社）建設電気技術協会
大規模災害後における電気通
信設備の状態評価に関する検
討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年11月28日 6,825,000

本業務の実施に必要な、国交省の建設電気技術に関する高度
な技術力と、評価・選定を行う際の公平・中立性が有り、情報通
信技術に関する高度な知識、経験、技術力を有しており、本業
務を円滑に履行出来る唯一の機関であるため。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7385 （社）建設電気技術協会
河川管理施設の監視手法に関
する検討業務

松木　洋忠
九州地方整備局　遠賀川河川事
務所
福岡県直方市溝堀１丁目１番１
号

平成18年2月6日 4,725,000

本業務の実施に必要な、国交省の建設電気技術に関する高度
な技術力と、評価・選定を行う際の公平・中立性が有り、情報通
信技術に関する高度な知識、経験、技術力を有しており、本業
務を円滑に履行出来る唯一の機関であるため。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（18年度から一般競
争入札等に移行）
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7386 （財）国土技術研究センター
ユビキタスに関する意識調査及
びシンポジウム実施支援業務

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年12月16日 6,006,000

「自立移動的支援プロジェクト」に精通する必要があり、本財団
は我が国における建設技術発展の主柱となり国と社会が要請
する新しい建設技術に関する研究開発を総合的かつ効果的に
行うとともに、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、
建設技術水準の向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与す
ることを目的としており、その目的を果たすため「自立移動的支
援プロジェクト」に関する調査検討を行っている他、多数の「自
立移動支援プロジェクト」のシンポジウム開催も手がけており検
討内容について詳細に熟知しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7387 （財）国土技術研究センター 長崎地域ＩＴＳ推進検討業務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年10月5日 18,270,000

本業務の遂行するためには、ＩＴＳに関する先進事例の情報を
数多く保有し、ＩＴＳ支援項目のシステムを正確に把握している
ことが必要である。（財）国土技術研究センターは、行政の情報
化施策及び民間における情報化の動向に関する専門的な知
識を有すると共に、ＩＴＳの評価・効果、システムの共通的な基
盤構築及び地域展開支援等に関する調査研究を実施し、ま
た、長崎地域ＩＴＳマスタープラン策定に向けた作業に関わって
おり、多数の効果計測データを保有しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7388 （財）国土技術研究センター
九州地方における歩行者・自転
車交通安全施策推進検討業務

吉原　匠
九州地方整備局　九州技術事務
所
福岡県久留米市高野１丁目３番
１号

平成18年2月15日 23,625,000

自転車マニュアル素案の作成、自転車走行空間に関する整備
効果把握手法及び今後の道路交通安全施策に向けた資料整
備を行うためには、交通安全施策に関する調査検討や様々な
技術指針策定に関する高度な知識と豊富な経験及び専門的な
技術・情報を有することが必要不可欠であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

7389 （財）国土技術研究センター
九州地域の総合交通体系検討
調査業務

小串　正志
九州地方整備局　九州幹線道路
調査事務所
福岡市東区千早２丁目２番４３
号

平成18年1月27日 40,635,000

　本業務の遂行にあたっては、国が遂行及び計画している諸政
策や地域振興施策、さらには諸外国の政策事情について熟知
している必要があり、また、総合的な交通に関する評価指標等
について豊富な知見を有している必要がある。
　財団法人国土技術研究センターは、これまで「国土のあるべ
き姿を実現するための総合的な交通体系整備のあり方に関す
る調査」（平成１４年度）や「海外の道路整備機構に関する調
査」（平成１２年度～１４年度）また、「中山間地域における道路
整備のあり方検討業務」（平成１３年度）等の実績がある。ま
た、当事務所においても本業務の基礎的内容である「九州地域
におけるモビリティに関する分析検討」（平成１５年度～１６年
度）を実施している（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7390 （財）国土技術研究センター
平成１７年度道路行政双方向コ
ミュニケーション活動検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成18年1月12日 9,450,000

双方向のコミュニケーション活動の展開に関する諸方策の検討
を行い、国民の道路行政に対する満足度の向上を図ることを
目的としているが、業務遂行においては道路行政、またユー
ザーニーズの把握方法やこれを満足度向上に結びつける高度
で 新の知見を有していることが必要不可欠である。有識者や
行政機関との連携の中から、ユーザーニーズや道路行政に関
する高度で 新の知見を有する唯一の契約相手と判断するも
のである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入
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7391 （財）国土技術研究センター
今後の道路施策の方向性に関
する基礎的検討業務

小串　正志
九州地方整備局　九州幹線道路
調査事務所
福岡市東区千早２丁目２番４３
号

平成17年12月5日 21,000,000

　本業務の遂行にあたっては、国土政策や地域振興施策、さら
には諸外国の事情等について熟知している必要があり、また、
整備効果の評価指標を検討することから、これまでの幹線道路
等の整備による効果・評価指標、さらにはアウトカム指標等に
ついて豊富な知見を有している必要がある。
　財団法人国土技術研究センターは、これまで「国土のあるべ
き姿を実現するための総合的な交通体系整備のあり方に関す
る調査」（平成１４年度）や「海外の道路整備機構に関する調
査」（平成１２年度～１４年度）また、「平成１６年度九州地域に
おけるモビリティに関する分析検討業務」（平成１６年度）等の
実績があるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7392 （財）国土技術研究センター
今後の河川管理のあり方検討
業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年11月15日 20,790,000

   本業務の実施にあたっては、全国の河川に対する河川管理
の具体的な方向性や施策を検討することから、河川管理につ
いての高度な知識を有するとともに、実際の管理及び予算配
分等に影響を及ぼすため、特定の者が不利・有利とならないよ
う、公平性、中立性を有していなければならない。また、河川管
理者が行うべき管理の基準を定めることから、河川法を基本と
した河川行政及び河川管理施設の設置基準である河川管理
施設等構造令等に精通している必要がある。
　　（財）国土技術研究センターは、河川等の設備、利用、保全
その他の管理に関し、特に高度かつ総合的な建設技術を要す
る調査研究等を目的で設立された公益法人であり、公平性、中
立性を有し、河川行政・河川管理・河川構造物全般に関しても
高度な知識と総合的な技術力を有している。また、過去におい
ても「河川管理施設等構造令」、「河川砂防技術基準（案）」、
「工作物設置許可基準」を策定するなど、河川管理の分野に関
して長い経験をもっている。
　　　以上のことから、上記法人は、当該業務を円滑かつ的確
に遂行できる唯一の契約相手と判断するものである。
　（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7393 （財）国土技術研究センター
公共工事の品質確保及び民間
技術力活用に関する調査検討
業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年10月31日 57,750,000

本業務を実施するに当たっては、公共工事発注者の事業執行
体制・過程に精通し、公共工事の品質確保に向けた課題分
析、改善手法の提案に必要となる高度な知識、経験及び技術
力が必要である。また、公共工事の入札・契約制度の設計にも
関係があるため中立性・公平性も必要不可欠であり、財団法人
国土技術研究ｾﾝﾀｰはこれらの要件を満たす唯一の機関であ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入
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7394 （財）国土技術研究センター ＳＲ合成起伏堰検討業務

尾澤　卓思
九州地方整備局　武雄河川事務
所
佐賀県武雄市武雄町大字昭和
７４５

平成17年8月2日 7,077,000

  本業務の遂行にあたっては、大井手堰をモデルとしてＳＲ合
成起伏堰の設計指標となる標準的な設計手法を設定するた
め、幅広く情報収集を行う必要があり、且つ関係業界に対して
中立的立場で業務を遂行する事が必要である。
  財団法人国土技術研究センターは、わが国における建設技
術発展の支柱となり、国と社会が要請する新しい建設技術に
関する調査研究を総合的、かつ、効果的に行うとともに、新しい
建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術の向上を図
り、もって国民福祉の向上に寄与することを目的として設立さ
れ、一般土木技術に関する建設技術審査証明事業を実施する
ことなど土木技術全般にわたり高度な知識と総合的な技術力
を有している。
  堰の管理に関しては平成１１年度から１３年度にかけて堰の
標準的操作規則検討業務を実施し、「堰の操作規則作成の手
引き（案）」を作成するとともに、平成９年の河川法改正（樹林帯
の規則等）に伴う河川管理施設等構造令の改正を受けて、平
成１２年に「解説・河川管理施設等構造令」を編集した実績も有
する。また、ゴム素材とする水理構造物に関する検討として、平
成１２年に「ゴム引布製起伏堰技術基準（案）」の作成を行って
いるなど、本検討を行うにあたって豊富な知識と経験を有する
財団法人である。
　以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、財団法人国土技術研究センターが唯一の契約相手と判断
するものである。
　（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7395 （財）国土技術研究センター
道路景観を対象とした効果的な
啓発活動に関する検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年11月28日 3,528,000

本業務は、道路とそれを取り巻く景観のあり方について取組を
広くＰＲし、ポスターコンテストなどの道路景観に関する啓発活
動方策を検討する業務であり、学識経験者等とのネットワーク
や景観に関わる啓発活動の実績や遂行能力が必要である。当
法人は、道路景観を含めた道路行政の政策立案に関する調査
研究に取り組んでおり、唯一の契約相手と判断できる。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7396
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度　電子納品普及支
援業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年12月22日 7,980,000

本業務を実施するに当たっては、電子納品保管管理ｼｽﾃﾑの
運用ルール（案）の改訂を行うことから、電子納品に関する知識
は基より、電子納品保管管理システムに関する高度な知識を
有していることと、公平・中立な立場であることが必要不可欠で
あり、財団法人日本建設情報総合ｾﾝﾀｰはこれらの要件を満た
す唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入
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7397
（財）日本建設情報総合セン
ター

九州地方整備局管内河川現況
調査業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成18年1月13日 20,968,500

  本業務は、各水系の流域内における人口・資産・土地利用等
の現況を定期的に調査し、集計した結果を今後の河川行政の
適切な運営と河川事業の円滑な実施に寄与することを目的と
する。
　本業務は、地域の開発や公共事業の進捗状況により変化す
る一級水系流域内の河川現況について、「第８回河川現況調
査要綱」に基づく全国統一の手法にて、各水系の基礎データを
収集し、流域内の人口・資産・土地利用等の集計を実施するも
のであり、本業務の遂行にあたっては、「河川現況調査要綱」
に基づく流域毎の土地利用形態等により人口・資産等の各種
膨大なデータを重み付けして集計を行うという、特殊な方法を
用いて集計をする必要があるため、河川現況調査の調査内容
に精通するとともに高度な情報処理能力が必要である。
  財団法人日本建設情報総合センターは、建設事業の円滑な
執行に資する情報システムの調査研究を行い、これを広く普及
するとともに建設情報の提供を行うことにより、建設技術の向
上、建設事業の効率化、国土の安全かつ有効利用の促進を図
り、もって国民生活の高度化及び経済の活性化に資することを
目的に設立された公益法人であり、調査指針となる「河川現況
調査要綱」の作成に携わっており、調査内容に精通している。
また建設情報に関する高度な情報処理能力を有し、調査要綱
に基づく特殊な方法を用いて、各種データを集計することが出
来る自動データ集計システムを独自に開発しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7398
（財）日本建設情報総合セン
ター

平成１７年度　電子納品保管管
理システム改良検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年12月26日 84,997,500

本業務を実施するに当たっては、本システムの構成に関する
知識を有することと供に本システムの内容を詳細に把握してい
ることが必要である。また、位既存の工事、業務全ての成果品
ﾃﾞｰﾀを取り扱うことから高い機密性が必要不可欠であり、財団
法人日本建設情報総合ｾﾝﾀｰはこれらの要件を満たす唯一の
機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7399 （社）日本公園緑地協会
利用者誘致促進方策実施調査
業務

五十嵐　康之
九州地方整備局　国営海の中道
海浜公園事務所
福岡市東区大字西戸崎１８－２
５

平成17年9月30日 26,040,000

本業務の実施にあたっては、公園利用誘致に関する幅広い知
識と技術力、今日的な課題に対応するため、各界の専門家の
知識を導入できること、並びに国営海の中道海浜公園の現状
及び課題を知悉していることが必要であり、（社）日本公園緑地
協会は、これらの要件を満たす唯一の者である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（１９年度契約では、
企画競争を実施し、２
０年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

7400 （社）日本公園緑地協会 南のムラ実施設計外１件業務

太田　広
九州地方整備局　国営吉野ヶ里
歴史公園事務所
佐賀県神埼郡三田川町大字田
手１８６９

平成17年6月15日 106,092,000

本業務の実施に当たっては、復元根拠を明確にするため、考
古学、民族（俗）学、古代建築、生活史など幅広い分野の学識
経験者からなる委員会を設け、十分な学術的検討を加える必
要があり、また、これらの学識経験者と調整を図り、委員会を円
滑に運営していくために、当時の建築物の構造、材料、意匠、
生活様式、その他 新の考古学等の知識を有するとともに、公
園としての施設の利活用方策並びに展示方法に関する技術力
が求められるが、（社）日本公園緑地協会は、これらの要件を
満たす唯一の者である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（１９年度契約では、
企画競争を実施し、２
０年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）
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7401
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度中島保全・利用・再
生計画検討業務

松木　洋忠
九州地方整備局　遠賀川河川事
務所
福岡県直方市溝堀１丁目１番１
号

平成17年7月6日 32,235,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

7402
（財）リバーフロント整備セン
ター

大規模災害後の多自然型川づく
りに関する検討業務

大塚　法晴
九州地方整備局　延岡河川国道
事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８
８９

平成18年1月20日 39,375,000

・本業務は、大規模災害が発生した場合における川づくり方策
の考え方や自然環境の保全・再生を図った全国の計画・設計
手法の事例を整理し、多自然型川づくりへの取り組みに関する
課題や改善点、対策手法等をまとめるものである。検討にあ
たっては、多くの知識と高度な技術力が必要であるとともに、河
川生態について全国の情報を保有し、そのデータから河道特
性と河川生態についての関係を体系的に整理したデータを保
有している必要があるが、そのようなデータを有しているのは
当法人が唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・
公平な立場が必要であり、これらの条件を満たすのは当該財
団以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

7403
（財）リバーフロント整備セン
ター

川の自然再生の進め方に関す
る検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年11月8日 54,915,000

本業務の遂行にあたっては、全国の河川における生物種の確
認状況や生息・生育場の状況等に関する情報が必要不可欠で
あるが、これらに関するデータを体系的に有するのは当法人が
唯一である。また、これらには絶滅の危機に瀕する動植物等の
情報が含まれていることから、漏洩による乱獲を厳に防止する
必要があり、公益性を有する当法人が高い秘匿性をもってデー
タの管理を行っており、他にこのような要件を満たす者はいな
い。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
一
(随意契約によらざる
を得ないもの)

7404
（財）リバーフロント整備セン
ター

平成１７年度北川河川生態調査
検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年6月7日 28,875,000

本業務は、北川において実施した激特事業が河川環境に与え
る影響を把握し、今後の河川環境に配慮した計画、工事、管理
に反映させるものである。検討にあたっては、多くの知識と高度
な技術力が必要であるとともに、河川生態について全国の情報
を保有し、そのデータから河道特性と河川生態についての関係
を体系的に整理したデータを保有している必要があるが、その
ようなデータを有しているのは当法人が唯一である。また、検
討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これら
の条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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7405
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

嘉瀬川ダム堤体景観検討業務

桑野　修司
九州地方整備局　嘉瀬川ダム工
事事務所
佐賀市高木瀬東２丁目１６番３５
号

平成17年5月9日 24,255,000

ダム景観検討に当たっては、水源地環境情報のデータベース、
水源地資源等に関わるネットワーク情報等、環境との調和した
構造物を総合的に分析評価する知識・能力・技術力が必要で
あり、公共空間として機能評価するには、公正・中立な立場で
の検討が必要である。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を
有しており、上記の理由から本業務の目的を達成できる唯一の
機関である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（平
成１９年度以降、企画
競争を実施）

7406
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

立野ダム環境検討業務

城戸　達則
九州地方整備局　立野ダム工事
事務所
熊本市下南部１丁目４－７３

平成17年8月11日 41,685,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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7407
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

環境対策総合検討業務

朝堀　泰明
九州地方整備局　川辺川ダム砂
防事務所
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬
３３１７

平成18年2月3日 46,725,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

7408
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

水環境検討業務

朝堀　泰明
九州地方整備局　川辺川ダム砂
防事務所
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬
３３１７

平成18年2月6日 53,970,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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7409
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

本明川ダム環境検討業務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年11月21日 61,425,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

7410
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

環境保全検討業務

朝堀　泰明
九州地方整備局　川辺川ダム砂
防事務所
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬
３３１７

平成17年7月7日 23,520,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7411
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

ダム事業による影響評価検討業
務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年9月28日 29,977,500

本業務は、全国で行われた平成の大合併による水源地域行政
への影響評価、及び全国で実施されている水源地域ビジョンの
現時点における課題の検証と今後の改善への提案を行うもの
である。本業務は、ダムと水源地域に係わる全国的な広汎な情
報が必要であり、水源地域市町村長意識調査DB、ダム水源地
域キーパーソンDB、全国上下流連携活動DBなどを利用するこ
とが必要不可欠である。WECが保有するこれらのDBは、長期
間に亘る調査・研究の実績の中から構築され、また近年の状
況を把握しつつ更新されているものであり、その情報量、精度
の面で唯一信頼のおけるものである。　また、高度な知識及び

新の情報を関係する学識経験者等の協力のもとに蓄積して
ゆく必要があるとともに、全国的な広汎な知見のもとに、統一的
に、行政上の政策検討として中立かつ公平な立場から実施す
る必要がある。ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高
度な技術力を有しており、上記の理由から本業務の目的を達
成できる唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入

7412
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

平成１７年度　ダム管理評価検
討業務

前田　力
九州地方整備局　緑川ダム管理
所
熊本県下益城郡美里町畝野３４
５６

平成17年6月3日 39,900,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7413
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

嘉瀬川ダム環境検討業務

桑野　修司
九州地方整備局　嘉瀬川ダム工
事事務所
佐賀市高木瀬東２丁目１６番３５
号

平成17年7月28日 28,528,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7414
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

大分川ダム環境保全・創造検討
業務

田中　義高
九州地方整備局　大分川ダム工
事事務所
大分市舞鶴町１丁目３ー３０

平成17年5月18日 88,200,000

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

見直しの余地があ
るもの

随意契約によらざる
を得ないもの（74,970
千円）

一部公募手
続きを導入
（13,230千
円）

7415 （財）ダム技術センター
堤体コンクリート劣化対策検討
評価業務

山本　隆利
九州地方整備局　鶴田ダム管理
所
鹿児島県薩摩郡さつま町神子３
９８８－２

平成17年7月5日 30,450,000

供用開始以来長期間経過したダムの安全性の総合的評価及
び必要な補修工法等の検討する本業務は、供用開始以来長
期間経過したダムの安全性の総合的評価及び必要な補修工
法等の検討をするものであり、極めて技術的難度が高い内容
から成っている。豊富に蓄積されたデータに加え、当該ダム建
設当時の技術水準や設計・施工の経緯、及び全国的なダムの
健全性評価や補修対策の経験、様々な技術開発動向等を踏ま
えた中立的、公平的かつ行政的な立場で高度かつ総合的な技
術的判断を必要とするものである。この中で、全国の多数の既
設ダムの補修工法等に関するデータベースを有している必要
がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7416 （財）ダム技術センター
ダムコスト縮減マネジメントシス
テム業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年11月17日 19,918,500

本業務における、データベースシステムの開発・改良のために
は、全国の多数のダムにおけるコスト縮減策の検討状況や採
用実績、縮減額の実績または今後の縮減見込み額を既に所有
している必要がある。また、本システムの機能上、各ダムにお
ける具体のコスト縮減策の検討に活用する上で、効果の高い
縮減策を抽出できる必要があるため、計画・設計・施工条件が
様々に異なる全国のダムでの検討事例の中から、各ダムの条
件等に応じて適用可能かつ真に公益的観点から効果の高い縮
減策を抽出できる必要があるが、このようなシステムを開発・改
良するには、全国のダム事業やダム技術全般に関する極めて
広範かつ高度な専門知識と豊富な行政実務経験及び公平・中
立的立場からの評価と判断能力が不可欠である。これらの条
件を満たすのは当法人以外にない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他のもの
一
(随意契約によらざる
を得ないもの)

7417 （財）ダム技術センター
川辺川ダム貯水池運用構造検
討業務

朝堀　泰明
九州地方整備局　川辺川ダム砂
防事務所
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬
３３１７

平成17年11月30日 69,090,000

ダム貯水池の運用及び施設構造を検討する本業務の実施に
は、当該ダムの諸条件を勘案して有力な貯水池運用及び施設
の構造を提案できる高度な技術的能力とともに、全国の多数の
ダム貯水池運用及び施設の構造についてのデータベースが不
可欠であるが、これを有しているのは当法人のみである。ま
た、公益的視点から真に適切な計画となるよう中立的・公平的
立場から行われる必要がある。これらの条件を満たすのは当
該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入

7418 （財）ダム技術センター
嘉瀬川ダム貯砂施設本体詳細
設計評価業務

桑野　修司
九州地方整備局　嘉瀬川ダム工
事事務所
佐賀市高木瀬東２丁目１６番３５
号

平成17年6月15日 17,850,000

本業務は、新型式のダムである台形ＣＳＧダムとして貯砂施設
を設計するものであるが、台形ＣＳＧダムに関する技術は当法
人等が開発してきたものであり、うち堤体設計に不可欠な堤体
材料の試験方法に関しては当財団が特許権も取得している
が、現段階ではＪＩＳ等による試験方法等の基準化に至っておら
ず、また施工管理等の技術マニュアルも確立していないことか
ら、当該試験及びその評価と一体的に行う必要がある堤体設
計に関しては、当法人自ら技術的指導を行いつつ実施する必
要があること、また、ダム事業のコスト縮減や環境負荷軽減が
政策課題となっている中で、これらの実現に極めて有効な新技
術として今後とも公益的観点からその開発と実用化を推進する
必要があり、そのためには特定の営利によらない中立的立場
からの技術開発と改良が不可欠であり、かつ当該技術の適用
性に関する技術的判断やその合理的な理解に基づく設計・施
工計画等の検討には、当該ダムだけでなく全国の他のダムサ
イトにおける地質条件その他の設計条件や施工実績等を熟知
し、それらとの比較分析・評価が不可欠であるこ。この中で、全
国の多数のダムの地質条件及び設計条件や施工実績につい
てデータベースを有している必要がある。これらの条件を満た
すのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7419 （財）ダム技術センター
嘉瀬川ダム常用洪水吐き管胴
構造検討業務

桑野　修司
九州地方整備局　嘉瀬川ダム工
事事務所
佐賀市高木瀬東２丁目１６番３５
号

平成17年7月28日 25,515,000

本業務は、経済性の向上に有効な放流設備の新たな合理的設
計法の開発及びその適用による放流設備の設計を行うもので
あるが、コンクリート堤体と鋼材との一体的挙動を考慮する従
来の標準的設計法にない新たな設計思想を導入する必要があ
ることや、高度な応力解析技術を要する等、その実施には極め
て高い技術力のほか、全国の多数のダムの放流設備の設計
条件等に関するデータベースの活用が不可欠であるが、これを
有しているのは当法人のみである。また、行政課題としてのダ
ム事業のコスト構造改革を進める上で有力なコスト縮減策の一
つとして、今後の普及が期待されることから、関連する様々な
技術開発動向等を踏まえ、特定の業者等の利害によらない中
立的、公平的立場から真に有益な設計手法として確立し、今後
全国のダムにおいてその適用を検討する必要があるものであ
る。これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入

7420 （財）ダム技術センター
本明川ダムＣＳＧ材料評価検討
業務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年12月28日 53,340,000

本業務は、新型式のダムである台形ＣＳＧダムの設計を行うも
のであるが、右記のように、堤体設計に必要な基本情報である
ＣＳＧの強度特性の評価のための試験方法等についてはＪＩＳ
等による基準化に至っておらず、また施工管理等の技術マニュ
アルも確立していないため、現段階では、当該技術の開発者で
ある当法人以外が実施するのは極めて困難な状況にある。ま
た、本業務には全国の本型式適用またはその予定のダムＣＳ
Ｇの材料特性や試験施工に関するデータが不可欠であるが、
これらを有しているのは当法人のみである。また、ダム事業の
コスト縮減や環境負荷軽減が政策課題となっている中で、これ
らの実現に極めて有効な新技術として今後とも公益的観点から
その開発と実用化を推進する必要があり、そのためには特定
の利害によらない中立的立場から技術開発と改良を行っていく
必要があるが、当該技術の適用性に関する技術的判断やその
合理的な理解に基づく設計・施工計画等の検討には、当該ダ
ムだけでなく全国の他のダムサイトにおける地質条件その他の
設計条件や施工実績等を熟知し、それらとの比較分析・評価で
きる高度な技術的能力が不可欠である。これらの条件を満たす
のは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

随意契約によらざる
を得ないもの（13,340
千円）

公募手続き
を導入
（40,000千
円）

7421 （財）ダム技術センター
川辺川ダム貯水池運用比較検
討業務

朝堀　泰明
九州地方整備局　川辺川ダム砂
防事務所
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬
３３１７

平成17年6月15日 54,705,000

本業務は、ダム貯水池の運用方法を比較検討するものである
が、全国のダム貯水池の運用やその課題を熟知しているととも
に、当該ダムの諸条件を勘案して有力な方法を提案できる高
度な技術的能力及び、治水効果等の技術的観点とともに多数
の利害関係者を含めた地域に及ぼす社会的影響等をも考慮
し、公益的視点から真に適切な運用方法を選定できる中立的・
公平的立場から行われる必要がある。この中で、全国の多数
のダムの貯水池運用についてデータベースを有している必要
がある。これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7422 （財）ダム技術センター 野々脇地区地盤変動解析業務

朝堀　泰明
九州地方整備局　川辺川ダム砂
防事務所
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬
３３１７

平成17年7月12日 36,120,000

本業務は、特殊な地質条件に起因する地盤変動に係る斜面対
策を検討する極めて技術的難度が高いものであり、地質学及
び貯水池地すべりとその対策に関する専門的知識と豊富な経
験、データに基づく高度な技術的判断能力を必要とするととも
に、現在検討中の現行の貯水池地すべりに関する技術指針の
改定に関し、 新の対応事例として貴重な基礎資料を提供す
るものとなることから、全国的なダム貯水池での地すべりとそ
の対策に関する豊富なデータと実務上の経験と現行技術指針
の策定経緯や課題の双方を十分に踏まえ、中立的立場からこ
れを実施できることが不可欠である。この中で、全国の多数の
ダム貯水池における地質条件や地すべり対策に関するデータ
ベースを有している必要がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入

7423 （財）ダム技術センター
嘉瀬川ダムＲＣＤ工法合理化検
討業務

桑野　修司
九州地方整備局　嘉瀬川ダム工
事事務所
佐賀市高木瀬東２丁目１６番３５
号

平成17年8月25日 10,290,000

本業務の検討対象となる連続・高速施工技術は、当財団にお
いて開発し、現在特許権の申請中であるが、現時点では試験
的導入段階であり一般的な基準化には至っていないことから、
同工法の適用にあたっては当財団自ら技術的指導しつつ実施
する必要があること、また、ダム事業の一層のコスト縮減を進
める中で、その実現に極めて有効な新技術として今後とも公益
的観点からその開発と実用化を推進する必要があり、そのた
めには特定の営利によらない中立的立場からの技術開発と改
良が不可欠であること、さらには、当該技術の適用可能性の判
断には当該ダムだけでなく全国の他のダムにおける設計条件
や施工実績等を熟知し、それらとの比較分析・評価が不可欠で
あることから、これらの条件を満たすのは当法人以外にない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
一
(随意契約によらざる
を得ないもの)

7424 （財）ダム技術センター
松原・下筌ダム事業資料検討業
務

石丸　昭久
九州地方整備局　筑後川ダム統
合管理事務所
福岡県久留米市高野町１丁目
２ー２

平成17年7月5日 9,870,000

本業務は、司法の場で公共事業と私権の関係が問われた社会
的反響の極めて大きなダム事業について、当該事業における
技術面、補償面等における関係者とのやりとりや重要な意思決
定の過程に関し、工事誌等には必ずしも明記されていない情報
を関連する文献資料や当時の関係者からの聞き取りにより解
明するものである。その成果物は、今後ダム事業に関わる行政
実務者の貴重な資料となるものであることから、当時、ダム事
業が置かれた社会的状況や技術開発動向、意思決定に関わっ
た人物の人的なつながり、行政当局内部の事情等の背後関係
に精通するとともに、特定の視点によらない中立的、公平的立
場からとりまとめられる必要があるとともに、全国のダム建設事
業における技術的検討経緯や補償に関するデータベースが欠
かせない。これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7425 （財）ダム技術センター
城原川ダム基本形状検討評価
業務

森川　幹夫
九州地方整備局　佐賀河川総合
開発工事事務所
佐賀市日の出１丁目７５１番地

平成17年7月14日 21,945,000

本業務は、洪水調節のみを目的とする治水専用ダムの基本的
な形状等を検討するものであるが、治水専用ダムでは常時貯
水池に湛水せず、また流水の連続性を確保することが求めら
れるため、堤体や基礎の設計条件が通常のダムとは大きく異
なり、現行のダムの設計基準はこのような条件下におけるダム
の構造設計法等を規定していないために単に基準の適用・運
用では本業務の遂行は不可能である。このため、本業務の実
施にあたっては治水専用ダムの設計・施工に関する高度な技
術力とともに、全国で増えつつある治水専用ダムの設計・施工
条件等を含むデータベースが不可欠であるが、これを有してい
るのは当法人のみである。また、本業務は、単に当該ダムの検
討にとどまらず、今後一層ニーズが高まると考えられる治水専
用ダムの構造設計に関する技術指針確立のための基礎検討
となるものであることから、特定の者が有する技術や工法に依
らない中立的・公平的立場か実施される必要がある。これらの
条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入

7426 （財）河川環境管理財団
公共用水域水質調査精度管理
検討業務

吉原　匠
九州地方整備局　九州技術事務
所
福岡県久留米市高野１丁目３番
１号

平成17年7月28日 4,935,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

7427 （財）河川環境管理財団
平成１７年度遠賀川における継
続的な河川学習・活動育成方策
検討

松木　洋忠
九州地方整備局　遠賀川河川事
務所
福岡県直方市溝堀１丁目１番１
号

平成17年10月11日 15,540,000

本業務の検討に当たっては、河川環境教育が先進的な取り組
みであることから、河川環境教育に関する豊富な経験、知識、
ノウハウ、国内外の実施状況、事例の情報を有していること、
「子どもの水辺再発見プロジェクト」の事務局である「子どもの
水辺サポートセンター」が設置され、これらを通じた様々なデー
タの蓄積や、市民団体、教育関係者等の意見を直接的に把握
できる情報収集能力が必要である。また、教育に関わる業務で
あることから、特定の主体に偏ることなく、中立・公平性を持っ
て業務を推進できることが必要である。従って当該業務の遂行
が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（平成１９年度以降、
企画競争を実施）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7428 （財）鉄道総合技術研究所 六角川鉄道橋検討業務

尾澤　卓思
九州地方整備局　武雄河川事務
所
佐賀県武雄市武雄町大字昭和
７４５

平成18年1月17日 15,330,000

　本業務の遂行にあたっては、軟弱地盤上の鉄道橋梁に与え
る河川改修の影響やその安全性を定量的に解析及び評価す
る必要があることから、鉄道に関する高度かつ専門的な知識
と、構造的な解析・評価を行う技術力を有することが不可欠で
ある。
　財団法人鉄道総合技術研究所は、鉄道技術及び鉄道労働科
学に関する基礎から応用にわたる総合的な研究開発、調査等
を行い、もって鉄道の発展と学術・文化の向上に寄与すること
を目的に設立された法人で、鉄道に関する高度かつ専門的な
知識と分析・解析・評価及び予測を行う技術力を有している。ま
た、近隣河川でも同様の実績を有している。
　以上のことから、本業務を円滑かつ的確に遂行するために
は、財団法人鉄道総合技術研究所が唯一の契約相手と判断
するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に企画競
争に移行すべく準備
を進める）

7429
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

長谷川砂防基本計画検討業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年11月11日 27,195,000

本業務は、桜島に見られるような、火山の火口からの土砂流出
という特殊な状況に対して、土砂処理方針を 新の知見や解
析技術を用いて検討し、国民に分かりやすく説明するための基
礎資料を検討するものである。
本業務の遂行に当たっては桜島の火山灰に起因する土石流の
規模や到達範囲、被害程度の想定と、それに対する短期間で
の砂防施設配置などの効果的な対策の検討と対策の効果評
価が必要である。
　　当該機関は、この業務を行うのに不可欠な流水の土砂混入
を考慮した「二次元氾濫シミュレーションモデル(New-SASS）」
（特許出願中）を独自開発しており、パラメータや境界条件の設
定等、当該プログラムを用いて数値シミュレーションを行い、そ
の結果を火山噴火緊急減災計画の立案に反映する技術を有
する機関である。また雲仙普賢岳、有珠山、富士山など、我が
国の火山防災対策に関するデータベースを保有するとともに、
桜島においては、平成2年度に「桜島火山砂防基本計画検討
業務」より桜島火山砂防基本計画に携わり、データベースを所
有している。業務執行上このデータベースが必要不可欠である
等高度な知識と経験を有する。さらに、中立性・公平性を有して
いる。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行
う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入
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7430
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

平成１７年度　雲仙・普賢岳溶岩
ドーム挙動観測検討業務

秦　耕二
九州地方整備局　雲仙復興事務
所
長崎県島原市下川尻町７ー４

平成17年6月13日 28,350,000

雲仙普賢岳には、約1億立方メートルの溶岩ドームが不安定な
状態で存在しているため、直下型の地震が発生した場合には
落石や崩落などの危険性が高い。そのような状況のもと水無
川では、地域の生命財産を守るための砂防工事を行っている。
今後、より上流に向かって工事を進めることから一層の監視体
制を整備し工事従事者などの安全を確保することが必要であ
る。よって、学識経験者・研究者による検討委員会において安
全対策を検討した結果、反射プリズムによる定点観測と振動計
による面的観測の体制を強化していく方針が得られた。本業務
はこの検討結果を踏まえ、溶岩ドームの挙動を観測するため
の、反射プリズムの構造と設置点、及び観測地点と観測機器
等について総合的に検討するものである。
本業務では、雲仙・普賢岳の溶岩ドームの形成形態及び地形
地質条件等の実態を充分に把握しているとともに、溶岩ドーム
変位データベースに基づいた挙動解析・検討が必要である。ま
た、溶岩ドームの崩落の危険性があることから、特許申請中の
回収型遠距離測距システム技術を用いる必要がある。
当該機関は、溶岩ドーム変位データベースを有するとともに、
回収型遠距離測距システム技術を有する唯一の機関であり、
これらは業務遂行上必要不可欠なものである。また、同機関は
近年では有珠山・三宅島をはじめとする全国の火山砂防計画
の策定に携わっており、高度な知識、経験を有している。雲仙
についても平成2年の噴火当初から防災計画策定に携わり、雲
仙・普賢岳の溶岩ドームの形成過程、火山活動の推移に関す
る調査研究を行っており地形地質条件等を十分理解している。
さらに、平成15・16年度の２カ年にわたり「溶岩ドームの挙動観
測検討委員会」による検討を行っており、溶岩ドームの挙動検
討にあたっての課題と基本的対応方針等について熟知してい
る。また、同機関は行政的に中立性・公平性を有している。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行
う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

7431
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

平成１７年度　水無川砂防施設
配置検討業務

秦　耕二
九州地方整備局　雲仙復興事務
所
長崎県島原市下川尻町７ー４

平成17年9月8日 72,660,000

　本業務は、水無川における砂防施設配置計画を検討するも
のである。
本業務では、雲仙・普賢岳の火山活動の推移、土石流による
土砂堆積及びガリ浸食の原因・予測等、火山砂防に関する地
形・地質条件を充分に把握する事と共に、高度な専門知識と技
術力が不可欠であり、現地条件を熟知するとともに豊富な知識
と経験が必要である。
　当該機関は、長崎県所管時の平成3年度「水無川災関緊急
砂防基本計画検討業務」を受託して以来，直轄事業以降後も
平成5年度「水無川応急緊急計画検討業務」など雲仙普賢岳の
火山砂防計画ならびに施設計画の根幹に関わる業務に携わっ
てきたことにより，雲仙普賢岳の火山砂防に関するデータベー
スを有している。また，砂防施設効果を判定するに当たり効率
的なシミュレーションプログラムであるNew-SASSを開発（特許
出願中）している。また、同機関は行政的な中立性・公平性を
有している。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行
う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入
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7432
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

平成１７年度　砂防ソイルセメン
ト調査検討業務

秦　耕二
九州地方整備局　雲仙復興事務
所
長崎県島原市下川尻町７ー４

平成17年12月26日 42,735,000

　本業務は、当事務所で施工している砂防ソイルセメント工法
の実績及び全国での施工実績を基に、建設発生残土の抑制効
果、環境負担軽減効果及び工事費縮減効果等について分析
し、砂防ソイルセメントの優位性を検討すると共に、砂防CSG工
法の更なる技術向上と品質向上をめざして、利用土砂の 大
粒径を考慮した配合や施工方法に基づく現地試験:施工を行う
ための、試験計画立案や現地指導を行い、その試験データを
解析し砂防ソイルセメント適用の基本方針を検討するものであ
る。
本業務では、砂防ソイルセメント工法の全国における現状の技
術レベル、工法開発の趣旨・経緯を踏まえたうえで、火砕流堆
積土を用いた同工法の特異性に関する専門的技術経験に基
づく検討が必要である。
　当該機関は、全国における砂防ソイルセメントの調査・計画・
施工・管理に関する技術データベースを有しており、当業務に
はこのデータベースが必要不可欠である。また、全国における
砂防ソイルセメント活用の現状と課題について調査・研究をお
こなってきており、現在唯一の技術基準である「砂防ソイルセメ
ント活用ガイドライン」の策定にも携っており、砂防ソイルセメン
トの技術的内容を熟知している唯一の機関である。また、雲仙・
普賢岳における砂防ソイルセメント工法に関する調査、計画、
試験施工等の実績が豊富で、現地条件、材料特性を熟知して
いる。さらに、行政的な中立性・公平性を有している。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行
う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

7433
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

大淀川水系土砂移動実態調査
検討業務

久保　和幸
九州地方整備局　宮崎河川国道
事務所
宮崎市大工２丁目３９番地

平成17年12月22日 20,895,000

　大淀川水系境川流域では、平成１７年９月に来襲した台風１４
号の大規模豪雨により、支川七瀬谷川源頭部で大規模崩壊が
発生し、大量な土砂が渓床に留まっている状態であり、今後の
降雨によっては、これらが一気に流れ出し、下流保全対象施設
への悪影響が懸念されている。本業務は、当河川等の土砂移
動の実態について源等゛の崩壊状況や河道内崩壊残土の状況
について調査し、下流地区への影響と今後の対策について検
討を行うものである。
本業務の履行にあたっては、土砂災害の特性に関する高度な
技術力に加え、警戒避難に関する法令や行政組織の体制など
幅広い知識と経験を有する必要がある。また、市町村や住民に
対するヒアリング調査を行うにあたっては行政的な公平性、中
立性が求められる。
　当該機関は、「砂防基本計画策定マニュアル(案)」の策定に
携わっており、土砂災害に関する豊富な知識と経験を有すると
ともに、雲仙・普賢岳噴火災害、阪神・淡路大震災、広島西部
災害、新潟県中越地震対応等の大規模災害に対する早急な
被害状況調査・二次災害防止や応急・緊急・恒久対策策定の
ための調査検討などを関係機関(国や地元都道府県)と協力し
て実施し、それらに関するデータベースを保有している等、高
度な知識、技術を有している。このデータベースの活用が本業
務の遂行に必要不可欠である。今回発生した土砂災害でも、
早急な対策が求められており、。当該機関は、行政補助として
砂防行政を熟知し、中立・公平な立場を有し、本業務を的確か
つ円滑に遂行することのできる機関である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行
う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入
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7434
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

川辺川流域土砂移動調査検討
業務

朝堀　泰明
九州地方整備局　川辺川ダム砂
防事務所
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬
３３１７

平成17年9月2日 37,800,000

本業務は、近年、公共事業のアカンタビリティーの向上を背景
に砂防基本計画に対し、実際の土砂移動を踏まえた分かりや
すい砂防基本計画の立案が求められている。このような背景
から川辺川流域における新砂防基本計画についての検討を行
うため、計画対象現象に対して当面計画されている土石流対
策施設による効果を検討し、川辺川流域における新砂防基本
計画を検討するための基礎資料とするものである。
本業務の実施にあたっては、川辺川本川での土砂流出をコント
ロールする新たな土砂流出対策施設の検討を行う必要があ
る。自然環境などを考慮すると、 も有力な対策として既設え
ん堤のスリット化に関する技術を有すること等が必要。
当該機関は、透過型砂防えん堤に関する論文を保有している
とともに、スリット化した時の保全対象に対する影響を評価する
ための透過型えん堤の機能を評価できる一次元河床変動シ
ミュレーション技術を有している。また、業務上必要な土砂災害
に関するデータベースを保有している。さらに、当該機関は、砂
防基本計画立案に関わる全ての業務に携わっており、高度な
知識、経験を有するとともに、新砂防基本計画の検討を行う上
で、砂防に関する高度で専門的な技術力を有すると共に、行政
補助として砂防行政に熟知し、中立・公平な立場を有している。
当該機関は、本業務を的確かつ円滑に遂行することのできる。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行
う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

7435
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

桜島火山砂防基本計画検討業
務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年5月30日 66,885,000

本業務は、桜島の噴火による影響範囲の想定と、それに対す
る火山噴火に対する総合的な災害防止対応手法や緊急減災
対策の検討、火山防災周知啓発手法の検討を行うものであ
る。
本業務の遂行にあたっては、桜島の噴火に起因する火山灰が
山腹斜面にどのような影響を与えるのか、豪雨により土石流が
発生する条件や素因はどのようなものかを明らかにするととも
に、発生が予測される土石流に対してその被害程度を定量的
に予測し、全国の火山地域でこれまで行われてきた事例をふま
えて効果的な対策を検討する必要がある。
　　当該機関は、高度な火山砂防技術、行政面の豊富な知識と
優れた実績に加え、火山泥流、溶岩流、火砕流等の火山現象
に対して信頼性の高い予測手法である「二次元数値シミュレー
ションプログラム（New-SASS)」（特許出願中）を独自に開発し
ており、パラメータや境界条件の設定等、当該プログラムを用
いて数値シミュレーションを行い、その結果を火山噴火緊急減
災計画の立案に反映する技術を有する機関である。また桜島
においては、平成2年度に「桜島火山砂防基本計画検討業務」
により桜島火山砂防基本計画に携わっている。さらに火山に関
するデータベースを所有し、当業務にこのデータベースが必要
不可欠である等、高度な知識と経験を有する。さらに、中立性・
公平性を有している。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行
う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入
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7436
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

大淀川水系新砂防基本計画検
討業務

久保　和幸
九州地方整備局　宮崎河川国道
事務所
宮崎市大工２丁目３９番地

平成17年6月9日 33,600,000

本業務は、大淀川水系における現行の砂防基本計画の課題を
災害実態や水系を取り巻く社会環境の変化等を踏まえ整理・解
決しつつ、霧島における火山砂防計画と調整のとれ、また土砂
動態の現状を踏まえつつ、新砂防基本計画の策定に向けた基
本的な検討を行うものである。
本業務は、砂防技術の進展、国土マネージメント、水系を取り
巻く社会環境の変化等を踏まえて課題を整理し、国民に対して
理解しやすい新しい砂防基本計画に向けた基本的な検討を行
うものである。そのためには、時間的な土砂移動の解析が可能
な一次元河床変動変動計算技術及び二次元氾濫シミュレー
ション技術が必要である。さらに、新しい砂防基本計画は、火山
砂防計画と一体となった計画でなければならないため、火山砂
防計画に対する技術と知識が必要である。
当該機関は、土砂移動を解析するための数値解析技術「New-
SASS」等を有しているほか、国内の全ての活動的な火山にお
ける総合的な火山砂防計画に関わる業務に携わっており、豊
富なデータベースを有している。このデータベースの活用が本
業務の遂行に必要不可欠である。さらに、火山砂防計画におけ
る砂防施設の効果を評価できる「二次元氾濫シミュレーション
モデル（New-SASS）」（特許出願中）を有している等、高度な知
識、経験を有している。さらに行政補助としての中立性・公平性
を有し、砂防行政に関する広域的かつ高度な技術と知識を有し
ている。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行
う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入
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7437
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

霧島火山砂防・防災対策検討業
務

久保　和幸
九州地方整備局　宮崎河川国道
事務所
宮崎市大工２丁目３９番地

平成17年6月9日 32,655,000

本業務は、霧島火山において、これまでの新たな知見や技術
進歩を踏まえ、ソフト対策を主とした火山砂防計画を策定し、新
計画に基づく事業を新たに実施するものである。また、霧島火
山において過去に作成した火山防災マップ以降、火山学的研
究が進み、これまで想定されていた噴石、降下火山灰の他、火
山性地すべりの発生実績も報告されており、従来の火山防災
マップに新たな災害因子を追加する必要が生じてきている。本
業務は、上記の内容を含め、霧島の噴火特性を踏まえた総合
的防災計画の確立に向けた支援のため調査検討を行うもので
あり、各関係機関の防災体制の現状を整理した上で、県域を越
えた広域での火山砂防計画を策定するものである。
本業務の実施にあたっては全国の火山データベースを基礎資
料とするとともに日本の火山砂防対策の実施レベル、技術的
水準等を踏まえたあらたな火山砂防計画を検討する必要があ
る。また、 新のシュミレーション計算による的確な被災範囲の
検討が必要である。
当該機関は全国の火山地域における土砂災害のデータベース
を有しており、このデータベースが業務遂行上必要不可欠なも
のである。また、当該機関は、全国の主要火山のすべての火
山ハザードマップ、砂防計画策定に携わった実績を有する。さ
らに、火山泥流、溶岩流、火砕流等の火山現象に関する 新
でかつ信頼性の も高い予測手法である「２次元数値シミュ
レーションプログラム（New-SASS）」（特許申請中)を独自に開
発・所有しており、同プログラムにより、パラメータや境界条件
の設定、数値シミュレーションの実施とその結果の評価ならび
に火山砂防計画立案に計算結果を反映させる技術を有する機
関である等本業務を遂行するにあたり高度な知識、経験を有し
ているである。さらに、行政的な中立性・公平性を有している。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行
う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

7438
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

桜島土石流画像検知システム検
討業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年4月28日 23,100,000

本業務は、桜島における非接触型の映像解析システムを用い
た土石流検知の可能性について利点及び特徴を整理し、土石
流検知に も適した方法を抽出するとともに運用に向けたシス
テム検討を行うことを目的としている。
とくに本業務では、民間開発技術である映像解析システムの実
用化に向けて現地実証試験を実施し、土石流発生状況を分析
し、映像解析システムの土石流検知能力に関する総合評価を
行う。また、土石流監視計画に基づき、桜島において今後進め
ていくべき検知・解析能力の向上に関する技術提案を行うもの
である。
本業務を実施するにあたっては、桜島の土石流特性に関する
データベース、幅広い知識と経験とともに，土石流検知に関す
る高度な技術が必要である。また，民間開発技術を総合的に
評価するためには中立性と公平性が求められる。
当該機関は桜島で発生した土石流のデータベースを有するほ
か、平成8年度「桜島土石流監視システム計画検討業務」の
他，平成7年度「雲仙普賢岳地形変動土石流解析調査業務」に
携わるなど，桜島を始め雲仙岳や有珠山などの土石流調査に
豊富な経験と知識を持つとともに，特定の企業・個人に偏らな
い砂防技術の評価に関する機関でもある。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行
う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入
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7439
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

九州地域火山砂防基礎情報調
査検討業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年11月25日 31,920,000

本業務は、H16年度のデータベース作成基本方針を踏まえ，霧
島と桜島の２火山を対象に資料調査・収集・整理を実施し、実
際に利用可能な火山砂防基礎情報データベースの構築に関す
る検討及びシステム作成を行うものである。
本業務の遂行にあたっては、九州の各活火山毎にこれまで発
生した現象や規模、それによる影響範囲などについて既往の
調査結果をとりまとめるとともに、現在の観測体制により得られ
る情報とそこから想定される現象の推移を時系列で整理するな
ど、広範囲かつ専門的なデータベースを作成することが必要で
ある。また火山噴火に伴って発生する土砂災害に対しては、既
往の砂防施設による被害軽減効果や新たに配置する対策工
の効果を想定するなど、国民に対して噴火対策の効果を定量
的に説明できる評価手法も求められる。
当該機関は国内主要活火山全ての火山砂防計画の策定に携
わり、火山地域における土砂災害に関するデータベースを有し
ている。このデータベースは業務執行上必要不可欠なものであ
る。また、近年では有珠山，三宅島，富士山など総合的な火山
防災に関する行政施策を補助する検討に従事しており高度な
知識、経験を有している。また桜島と霧島においては、平成2年
度「桜島火山砂防基本計画検討業務」，平成16年度の「桜島火
山防災計画検討業務」，平成3年度「霧島火山砂防計画検討業
務」を受託しており，対象火山についても高度な知識と経験を
有する。さらに、中立性・公平性を有する。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行
う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

7440 （財）都市緑化技術開発機構
古代の森整備・育成のための植
栽技術検討調査業務

太田　広
九州地方整備局　国営吉野ヶ里
歴史公園事務所
佐賀県神埼郡三田川町大字田
手１８６９

平成17年8月2日 12,600,000

本業務の実施に当たっては、生態移植や森の創出に関する高
度な公園・緑化技術における各分野の有識者等へのネットワー
クが必要であり、また、特殊緑化空間や特殊土壌地等の緑化
技術、生態系の形成技術等をはじめとした数々の研究開発を
通じて、新しい都市の緑を創造するとともに、地球規模の環境
問題に対して緑の技術の面から寄与することが必要であり、
（財）都市緑化技術開発機構は、これらの要件を満たす唯一の
者である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（１９年度契約では、
企画競争を実施し、２
０年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

7441 （財）都市緑化技術開発機構
Ｂ地区環境共生の森育成管理
実施計画策定その他業務

五十嵐　康之
九州地方整備局　国営海の中道
海浜公園事務所
福岡市東区大字西戸崎１８－２
５

平成17年9月30日 29,694,000

本業務の実施にあたっては、公園・緑化技術における高度な技
術力（特に、特殊土壌地の緑化技術や生態系の復元技術）、関
連分野での開発技術を反映させるための有識者のネットワー
ク、並びに国営海の中道海浜公園におけるＢ地区環境共生の
森の計画状況及び課題を知悉していることが必要であり、（財）
都市緑化技術開発機構は、これらの要件を満たす唯一の者で
ある。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（１９年度契約では、
企画競争を実施し、２
０年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）
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7442 （財）道路保全技術センター 延岡管内道路施設管理業務

大塚　法晴
九州地方整備局　延岡河川国道
事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８
８９

平成17年4月1日 27,510,000

道路管理データベースシステムのプログラムの改良、データ更
新等を行うものであり、行政的視点に立った指導説明・調整が
必要な業務である。道路行政及び道路施設の管理・保全に関
する手法に精通、道路管理データベースシステムの構築、改
良、データ整備等に当初より携わっており唯一の契約相手と判
断する。（会計法第２９条の３第４項） 18年度以降におい

て当該事務・事業
の委託等を行わな
いもの

－

7443 （財）道路保全技術センター
鹿児島国道事務所管内道路施
設管理業務

遠藤　和重
九州地方整備局　鹿児島国道事
務所
鹿児島市浜町２番５号

平成17年4月1日 47,250,000

道路管理データベースシステムのプログラムの改良、データ更
新等を行うものであり、行政的視点に立った指導説明・調整が
必要な業務である。道路行政及び道路施設の管理・保全に関
する手法に精通、道路管理データベースシステムの構築、改
良、データ整備等に当初より携わっており唯一の契約相手と判
断する。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
一
(随意契約によらざる
を得ないもの)

7444 （財）道路保全技術センター 管内道路防災管理支援業務

長太　茂樹
九州地方整備局　大分河川国道
事務所
大分市西大道１丁目１番７１号

平成17年9月27日 6,405,000

道路防災ドクターによる防災対策の指導・助言をもとに、適切な
防災対策を実施することを目的とするが、中立・公平な立場で
の 新の道路防災技術及び道路行政判断に精通した広範な
知識が求められる。防災対策に関する高度な技術、学識経験
者と技術的信頼関係を保持、また当該地域の災害特性に関す
る資料・技術力を有する唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7445 （財）道路保全技術センター 福岡地区重要構造物管理業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年10月11日 13,020,000

重要構造物の適正な管理と道路管理データベースの利用の高
度化を図るために重要構造物完成図書を的確に分析・整備す
ることを目的とし、資料調査・収集・審査、図面・設計図書の分
類整理、施設情報の利用電子媒体(CD-R)作成、運用支援、電
子化を行うものである。重要構造物の完成図書類を電子媒体
を活用し、構造物の管理に必要な情報を整理・検索するもので
あり、道路の重要構造物に関する土木技術及び図書管理技術
の構築に関する電子情報技術の双方を有していることが不可
欠な特殊な業務であり、重要構造物図書管理システムを唯一
保有し、道路構造物の管理に関する同種業務の実績も多く、重
要構造物に精通した技術者を有している唯一の契約相手と判
断する。（会計法第２９条の３第４項）

18年度以降におい
て当該事務・事業
の委託等を行わな
いもの

－
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7446 （財）道路保全技術センター 道路巡回システム整備業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年9月26日 13,576,500

道路巡回システムのインストール作業及び機器設置、動作確
認、実走テスト、操作説明会の開催等、又既存巡回システムの
更新を行うものである。道路管理者の視点に立った行政的な知
識を有すること、基幹となる道路巡回システムに関する十分な
知識と経験が要求される。道路巡回システムの著作権を有し、
道路保全に関する各種システム等の開発整備を行うとともに
データの管理を行っている唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7447 （財）道路保全技術センター 路上工事縮減対策支援業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年8月11日 12,075,000

路上工事の縮減施策として調査検討、実施政策の提案、効
果、評価を行い、「路上工事縮減対策推進協議会」の運営支援
を行う業務であり、道路管理・保全、路上工事縮減に精通した
広範な知識が求められる。道路保全に関する高度な技術、道
路管理に関する委員会に携わっており、また、路上工事に関す
る資料・技術力を有する唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（１8年度以降、一般
競争に移行すべく準
備を進める）

7448 （財）道路保全技術センター 道の駅防災拠点他検討業務

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年11月8日 10,500,000

本業務の遂行にあたっては、道の駅についての広範な知識を
有し、道の駅運営に向けた情報に精通している必要がある。
当法人は、全国各地で道の駅に関する豊富な知識・実績を有
しており、道の駅の運営支援についても豊富な実績を有してい
ることから唯一の契約相手と判断した。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7449 （財）道路保全技術センター
平成１７年度　宮崎地区路面空
洞調査業務

久保　和幸
九州地方整備局　宮崎河川国道
事務所
宮崎市大工２丁目３９番地

平成17年10月20日 20,475,000

路面下の空洞状況を路面探査車により把握する業務であり、
空洞探査手法を確立し空洞調査マニュアル（案）を作成するな
ど特殊な専門知識を有していること、特記に定める性能を有す
る空洞探査車を保有し空洞柱状図の写真撮影の特許を有して
いることから、（財）道路保全技術センターが唯一の契約相手と
判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入
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7450 （財）道路保全技術センター
佐賀国道管内路面下空洞調査
業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局　佐賀国道事務
所
佐賀市新中町５ー１０

平成17年10月19日 9,292,500

路面下の空洞状況を路面探査車により把握する業務であり、
空洞探査手法を確立し空洞調査マニュアル（案）を作成するな
ど特殊な専門知識を有していること、特記に定める性能を有す
る空洞探査車を保有し空洞柱状図の写真撮影の特許を有して
いることから、（財）道路保全技術センターが唯一の契約相手と
判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7451 （財）道路保全技術センター
熊本管内道路防災ドクター制度
運営業務

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年10月11日 5,964,000

道路防災ドクターによる防災対策の指導・助言をもとに、適切な
防災対策を実施することを目的とするが、中立・公平な立場で
の 新の道路防災技術及び道路行政判断に精通した広範な
知識が求められる。防災対策に関する高度な技術、学識経験
者と技術的信頼関係を保持、また当該地域の災害特性に関す
る資料・技術力を有する唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7452 （財）道路保全技術センター
コンクリート構造物ひび割れ抑
制対策検討業務

吉原　匠
九州地方整備局　九州技術事務
所
福岡県久留米市高野１丁目３番
１号

平成18年2月23日 2,100,000

道路コンクリート構造物のひび割れ抑制対策マニュアル（案）の
運用に向けて、簡易型断熱温度上昇試験装置や施工管理用
計測機器を用いた実構造物の試行実施計画を策定するために
は、道路構造物の構造や保全に関する豊富な知識と経験及び
技術力が必要不可欠である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7453 （財）道路保全技術センター
東南海・南海地震津波被害影響
検討業務

長太　茂樹
九州地方整備局　大分河川国道
事務所
大分市西大道１丁目１番７１号

平成18年1月31日 9,240,000

各種データに基づく津波による道路施設の被害予測を行うにあ
たっては、地域特性に精通し 新の道路保全・防災に関する広
範な知識と高い技術力、及び中立・公平な立場での行政的判
断が必要不可欠で有り、本業務を円滑かつ的確に遂行できる
唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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7454 （財）道路保全技術センター 長崎管内路面下空洞調査業務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所
長崎市宿町３１６－１

平成18年2月10日 18,952,500

路面下の空洞状況を路面探査車により把握する業務であり、
空洞探査手法を確立し空洞調査マニュアル（案）を作成するな
ど特殊な専門知識を有していること、特記に定める性能を有す
る空洞探査車を保有し空洞柱状図の写真撮影の特許を有して
いることから、（財）道路保全技術センターが唯一の契約相手と
判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7455 （財）道路保全技術センター
道の駅ホームページ等検討業
務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成18年2月16日 9,660,000

当センターは、道路の多様な機能・技術に精通し、データを効
率的かつ迅速に収集整理・分析する能力を備えた技術者を有
するとともに、公平性・中立性を有している。また、道の駅発足
当初より登録のための審査業務に携わるなど、道の駅全般に
関する高度な知識と総合的な技術力を有しているとともに、全
国の連絡会等の事務局であることから、全国における道の駅
に関する苦情処理等のノウハウ及び全国の連絡会等における
道路利用者・道の駅からの意見等が集約・蓄積されているた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（１8年度以降、一般
競争に移行すべく準
備を進める）

7456 （財）道路保全技術センター
熊本管内路面下空洞調査（その
２）業務

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成18年2月10日 10,500,000

路面下の空洞状況を路面探査車により把握する業務であり、
空洞探査手法を確立し空洞調査マニュアル（案）を作成するな
ど特殊な専門知識を有していること、特記に定める性能を有す
る空洞探査車を保有し空洞柱状図の写真撮影の特許を有して
いることから、（財）道路保全技術センターが唯一の契約相手と
判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7457 （財）道路保全技術センター
長崎管内道路ハザードマップ検
討業務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所
長崎市宿町３１６－１

平成18年2月6日 10,500,000

道路防災に関する高度な技術と管内の既往災害や地域特性
に関する豊富な知識・経験を要するとともに、中立・公平な立場
での 新の道路防災技術及び道路行政判断に精通した広範
な知識が求められる。道路管理データベースや防災に関する
各種データベース等の開発、構築、運用等に専門的かつ豊富
な経験を有し管内の災害危険箇所等の状況に熟知する唯一の
契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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7458 （財）道路保全技術センター
緊急輸送道路の橋梁耐震補強
進捗マップ一般公開用資料等検
討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成18年2月10日 5,124,000

緊急輸送道路３カ年プログラムの対策状況の公表用データ作
成業務であり、防災及び震災対策の専門知識を有しているこ
と、道路防災ＧＩＳを保有していることから、（財）道路保全技術
センターが唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7459 （財）道路保全技術センター 熊本管内路面下空洞調査業務

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年12月22日 15,855,000

路面下の空洞状況を路面探査車により把握する業務であり、
空洞探査手法を確立し空洞調査マニュアル（案）を作成するな
ど特殊な専門知識を有していること、特記に定める性能を有す
る空洞探査車を保有し空洞柱状図の写真撮影の特許を有して
いることから、（財）道路保全技術センターが唯一の契約相手と
判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7460 （財）道路保全技術センター
鹿児島国道管内路面下空洞調
査業務

遠藤　和重
九州地方整備局　鹿児島国道事
務所
鹿児島市浜町２番５号

平成17年12月27日 10,290,000

路面下の空洞状況を路面探査車により把握する業務であり、
空洞探査手法を確立し空洞調査マニュアル（案）を作成するな
ど特殊な専門知識を有していること、特記に定める性能を有す
る空洞探査車を保有し空洞柱状図の写真撮影の特許を有して
いることから、（財）道路保全技術センターが唯一の契約相手と
判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7461 （財）道路保全技術センター 道の駅防災拠点他検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年12月22日 7,035,000

道の駅の管理・運営には、第三セクターや民間事業者等が関
係しており公平・中立的な立場で分析・検討する必要がある。
当センターは、道路の多様な機能・技術に精通し、データを効
率的かつ迅速に収集整理する能力を備えた技術者を有すると
ともに、公平性・中立性を有している。また、道の駅発足当初よ
り登録のための審査業務に携わるなど、道の駅全般に関する
高度な知識と総合的な技術力を有しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
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7462 （財）道路保全技術センター
日田国道維持管内路面下空洞
調査業務

長太　茂樹
九州地方整備局　大分河川国道
事務所
大分市西大道１丁目１番７１号

平成17年12月16日 6,993,000

路面下の空洞状況を路面探査車により把握する業務であり、
空洞探査手法を確立し空洞調査マニュアル（案）を作成するな
ど特殊な専門知識を有していること、特記に定める性能を有す
る空洞探査車を保有し空洞柱状図の写真撮影の特許を有して
いることから、（財）道路保全技術センターが唯一の契約相手と
判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7463 （財）道路保全技術センター 道の駅防災拠点他検討業務

長太　茂樹
九州地方整備局　大分河川国道
事務所
大分市西大道１丁目１番７１号

平成17年12月16日 4,725,000

本業務の遂行にあたっては、道の駅についての広範な知識を
有し、道の駅運営に向けた情報に精通している必要がある。
当法人は、全国各地で道の駅に関する豊富な知識・実績を有
しており、道の駅の運営支援についても豊富な実績を有してい
ることから唯一の契約相手と判断とした。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7464 （財）道路保全技術センター
長崎管内「道の駅」防災拠点検
討業務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所
長崎市宿町３１６－１

平成18年1月6日 1,522,500

本業務の遂行にあたっては、道の駅についての広範な知識を
有し、道の駅運営に向けた情報に精通している必要がある。
当法人は、全国各地で道の駅に関する豊富な知識・実績を有
しており、道の駅の運営支援についても豊富な実績を有してい
ることから唯一の契約相手と判断した。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7465 （財）道路保全技術センター
平成１７年度道路施設管理技術
業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成18年1月12日 21,000,000

道路管理データベースシステムのプログラムの改良、データ更
新等を行うものであり、行政的視点に立った指導説明・調整が
必要な業務である。道路行政及び道路施設の管理・保全に関
する手法に精通、道路管理データベースシステムの構築、改
良、データ整備等に当初より携わっており唯一の契約相手と判
断する。（会計法第２９条の３第４項） 18年度以降におい

て当該事務・事業
の委託等を行わな
いもの

－
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7466 （財）道路保全技術センター
舗装管理支援システム管理運用
業務

吉原　匠
九州地方整備局　九州技術事務
所
福岡県久留米市高野１丁目３番
１号

平成17年12月12日 8,767,500

道路管理データベースシステムのプログラムの改良、データ更
新等を行うものであり、行政的視点に立った指導説明・調整が
必要な業務である。道路行政及び道路施設の管理・保全に関
する手法に精通、道路管理データベースシステムの構築、改
良、データ整備等に当初より携わっており唯一の契約相手と判
断する。（会計法第２９条の３第４項） 18年度以降におい

て当該事務・事業
の委託等を行わな
いもの

－

7467 （財）道路保全技術センター
佐伯管内道の駅防災拠点検討
業務

西川　勝義
九州地方整備局　佐伯河川国道
事務所
大分県佐伯市長島町４丁目１４
番１４号

平成17年12月16日 2,520,000

本業務の遂行にあたっては、道の駅についての広範な知識を
有し、道の駅運営に向けた情報に精通している必要がある。
当法人は、全国各地で道の駅に関する豊富な知識・実績を有
しており、道の駅の運営支援についても豊富な実績を有してい
ることから唯一の契約相手と判断した。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7468 （財）道路保全技術センター
排水性舗装骨材飛散対策検討
業務

吉原　匠
九州地方整備局　九州技術事務
所
福岡県久留米市高野１丁目３番
１号

平成18年1月16日 13,314,000

排水性（低騒音）舗装維持管理の手引き（案）の骨材飛散に対
するフォローアップを行うためには、車道排水性舗装の維持管
理の技術的課題のための検討委員会に参画し排水性（低騒
音）舗装維持管理手引き（案）の作成に携わっていることが必
要不可欠であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7469 （財）道路保全技術センター
宮崎管内「道の駅」防災拠点他
検討業務

久保　和幸
九州地方整備局　宮崎河川国道
事務所
宮崎市大工２丁目３９番地

平成17年12月27日 4,620,000

本業務の遂行にあたっては、道の駅についての広範な知識を
有し、道の駅運営に向けた情報に精通している必要がある。
当法人は、全国各地で道の駅に関する豊富な知識・実績を有
しており、道の駅の運営支援についても豊富な実績を有してい
ることから唯一の契約相手と判断した。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入
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その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7470 （財）道路保全技術センター 道路防災管理支援業務

寺本　直高
九州地方整備局　北九州国道事
務所
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－
１０

平成17年12月14日 9,240,000

道路防災ドクターによる防災対策の指導・助言をもとに、適切な
防災対策を実施することを目的とするが、中立・公平な立場で
の 新の道路防災技術及び道路行政判断に精通した広範な
知識が求められる。防災対策に関する高度な技術、学識経験
者と技術的信頼関係を保持、また当該地域の災害特性に関す
る資料・技術力を有する唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7471 （財）道路保全技術センター 道の駅防災拠点他検討業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局　佐賀国道事務
所
佐賀市新中町５ー１０

平成17年12月16日 3,885,000

本業務の遂行にあたっては、道の駅についての広範な知識を
有し、道の駅運営に向けた情報に精通している必要がある。
当法人は、全国各地で道の駅に関する豊富な知識・実績を有
しており、道の駅の運営支援についても豊富な実績を有してい
ることから唯一の契約相手と判断した。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7472 （財）道路保全技術センター
北九州国道管内路面下空洞調
査業務

寺本　直高
九州地方整備局　北九州国道事
務所
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－
１０

平成17年12月8日 19,320,000

排水性舗装工事の完成後の性能評価を行う業務であり、道路
舗装の性能評価に関する高度な技術と豊富な経験を有してい
ること、公平、中立な立場にあることから、（財）道路保全技術
センターが唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7473 （財）道路保全技術センター 道の駅防災拠点他検討業務

寺本　直高
九州地方整備局　北九州国道事
務所
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－
１０

平成17年11月22日 4,672,500

本業務の遂行にあたっては、道の駅についての広範な知識を
有し、道の駅運営に向けた情報に精通している必要がある。
当法人は、全国各地で道の駅に関する豊富な知識・実績を有
しており、道の駅の運営支援についても豊富な実績を有してい
ることから唯一の契約相手と判断した。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7474 （財）道路保全技術センター
延岡管内道の駅防災拠点検討
業務

大塚　法晴
九州地方整備局　延岡河川国道
事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８
８９

平成17年11月18日 2,520,000

本業務の遂行にあたっては、道の駅についての広範な知識を
有し、道の駅運営に向けた情報に精通している必要がある。
当法人は、全国各地で道の駅に関する豊富な知識・実績を有
しており、道の駅の運営支援についても豊富な実績を有してい
ることから唯一の契約相手と判断した。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7475 （財）道路保全技術センター
延岡管内道路防災管理支援業
務

大塚　法晴
九州地方整備局　延岡河川国道
事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８
８９

平成17年11月18日 6,667,500

道路防災ドクターによる防災対策の指導・助言をもとに、適切な
防災対策を実施することを目的とするが、中立・公平な立場で
の 新の道路防災技術及び道路行政判断に精通した広範な
知識が求められる。防災対策に関する高度な技術、学識経験
者と技術的信頼関係を保持、また当該地域の災害特性に関す
る資料・技術力を有する唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7476 （財）道路保全技術センター
コンクリート構造物ひび割れ抑
制対策検討業務

寺本　直高
九州地方整備局　北九州国道事
務所
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－
１０

平成17年11月17日 4,882,500

コンクリート構造物に関する技術の調査・研究、および建設技
術の技術マニュアル作成、技術委員会による検討業務の実績
があり、マニュアル（案）作成は、公平・平等な立場である必要
がある。（財）道路保全技術センターは、トンネル・橋梁等の道
路保全技術の研究、指導、技術認定、基準要領の作成を実施
している唯一の機関であることから内容には十分精通しており
公平・平等な立場であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7477 （財）道路保全技術センター
大隅河川国道事務所　道の駅防
災拠点検討業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年11月22日 3,832,500

本業務の遂行にあたっては、道の駅についての広範な知識を
有し、道の駅運営に向けた情報に精通している必要がある。
当法人は、全国各地で道の駅に関する豊富な知識・実績を有
しており、道の駅の運営支援についても豊富な実績を有してい
ることから唯一の契約相手と判断した。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7478 （財）道路保全技術センター 九州管内舗装性能評価業務

吉原　匠
九州地方整備局　九州技術事務
所
福岡県久留米市高野１丁目３番
１号

平成17年4月28日 41,475,000

排水性舗装工事の完成後の性能評価を行うためには、道路舗
装の性能評価に関する実績、技術について豊富な経験と、公
平、中立な立場にあることが不可欠であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7479 （財）道路保全技術センター
鹿児島国道事務所管内道の駅
防災拠点検討業務

遠藤　和重
九州地方整備局　鹿児島国道事
務所
鹿児島市浜町２番５号

平成17年11月24日 3,780,000

本業務の遂行にあたっては、道の駅についての広範な知識を
有し、道の駅運営に向けた情報に精通している必要がある。
当法人は、全国各地で道の駅に関する豊富な知識・実績を有
しており、道の駅の運営支援についても豊富な実績を有してい
ることから唯一の契約相手と判断した。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7480 （財）道路保全技術センター 大隅管内路面下空洞調査業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年10月4日 6,510,000

路面下の空洞状況を路面探査車により把握する業務であり、
空洞探査手法を確立し空洞調査マニュアル（案）を作成するな
ど特殊な専門知識を有していること、特記に定める性能を有す
る空洞探査車を保有し空洞柱状図の写真撮影の特許を有して
いることから、（財）道路保全技術センターが唯一の契約相手と
判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7481 （財）道路保全技術センター
大隅管内道路防災ドクター制度
運営業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年10月4日 30,240,000

道路防災ドクターによる防災対策の指導・助言をもとに、適切な
防災対策を実施することを目的とするが、中立・公平な立場で
の 新の道路防災技術及び道路行政判断に精通した広範な
知識が求められる。防災対策に関する高度な技術、学識経験
者と技術的信頼関係を保持、また当該地域の災害特性に関す
る資料・技術力を有する唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7482 （財）道路保全技術センター
鹿児島国道管内道路防災管理
支援業務

遠藤　和重
九州地方整備局　鹿児島国道事
務所
鹿児島市浜町２番５号

平成17年7月5日 5,775,000

道路防災ドクターによる防災対策の指導・助言をもとに、適切な
防災対策を実施することを目的とするが、中立・公平な立場で
の 新の道路防災技術及び道路行政判断に精通した広範な
知識が求められる。防災対策に関する高度な技術、学識経験
者と技術的信頼関係を保持、また当該地域の災害特性に関す
る資料・技術力を有する唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7483 （財）道路保全技術センター
北九州国道管内道路施設管理
業務

寺本　直高
九州地方整備局　北九州国道事
務所
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－
１０

平成17年4月1日 49,560,000

道路管理データベースシステムのプログラムの改良、データ更
新等を行うものであり、行政的視点に立った指導説明・調整が
必要な業務である。道路行政及び道路施設の管理・保全に関
する手法に精通、道路管理データベースシステムの構築、改
良、データ整備等に当初より携わっており唯一の契約相手と判
断する。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
一
(随意契約によらざる
を得ないもの)

7484 （財）道路保全技術センター 大隅管内道路施設管理業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年4月1日 28,980,000

道路管理データベースシステムのプログラムの改良、データ更
新等を行うものであり、行政的視点に立った指導説明・調整が
必要な業務である。道路行政及び道路施設の管理・保全に関
する手法に精通、道路管理データベースシステムの構築、改
良、データ整備等に当初より携わっており唯一の契約相手と判
断する。（会計法第２９条の３第４項） 18年度以降におい

て当該事務・事業
の委託等を行わな
いもの

－

7485 （財）道路保全技術センター
黒崎バイパス交通管理施設設
計業務

寺本　直高
九州地方整備局　北九州国道事
務所
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－
１０

平成17年8月24日 10,920,000

黒崎バイパスにおける、道路情報施設などの道路施設概略整
備計画を行い、管理体制の検討、管理マニュアルを作成するた
め、自専道管理、自専道施設に豊富な知識と経験が必要であ
り、以上に対して経験豊富な指導者及び実績を有するため、唯
一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）
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7486 （財）道路保全技術センター
佐賀国道管内道路防災ドクター
制度運営業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局　佐賀国道事務
所
佐賀市新中町５ー１０

平成17年8月23日 5,512,500

道路防災ドクターによる防災対策の指導・助言をもとに、適切な
防災対策を実施することを目的とするが、中立・公平な立場で
の 新の道路防災技術及び道路行政判断に精通した広範な
知識が求められる。防災対策に関する高度な技術、学識経験
者と技術的信頼関係を保持、また当該地域の災害特性に関す
る資料・技術力を有する唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7487 （財）道路保全技術センター
川内道路施設管理資料作成業
務

遠藤　和重
九州地方整備局　鹿児島国道事
務所
鹿児島市浜町２番５号

平成17年8月26日 27,037,500

道路管理データベースシステムのデータ及び重要構造物完成
図書を的確に整理分析・整備し、システムとして利用できる形
式のデータを作成、格納し電子媒体を活用して迅速かつ円滑
な検索ができるようにするものである。道路構造物に関する土
木技術及びシステムの活用方策、図書管理データベースの構
築に関する電子情報技術の双方に精通していることが不可欠
であり、基幹システム及びこれと関連した重要構造物検索表示
システムを有する唯一の契約相手と判断する。（会計法第２９
条の３第４項）

18年度以降におい
て当該事務・事業
の委託等を行わな
いもの

－

7488 （財）道路保全技術センター
福岡国道管内道路防災管理支
援業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年8月10日 3,097,500

道路防災ドクターによる防災対策の指導・助言をもとに、適切な
防災対策を実施することを目的とするが、中立・公平な立場で
の 新の道路防災技術及び道路行政判断に精通した広範な
知識が求められる。防災対策に関する高度な技術、学識経験
者と技術的信頼関係を保持、また当該地域の災害特性に関す
る資料・技術力を有する唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7489 （財）道路保全技術センター
宮崎管内道路防災管理支援業
務

久保　和幸
九州地方整備局　宮崎河川国道
事務所
宮崎市大工２丁目３９番地

平成17年5月17日 9,660,000

道路防災ドクターによる防災対策の指導・助言をもとに、適切な
防災対策を実施することを目的とするが、中立・公平な立場で
の 新の道路防災技術及び道路行政判断に精通した広範な
知識が求められる。防災対策に関する高度な技術、学識経験
者と技術的信頼関係を保持、また当該地域の災害特性に関す
る資料・技術力を有する唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7490 （財）道路保全技術センター 福岡地区道路施設管理業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年5月13日 48,300,000

道路管理データベースシステムのプログラムの改良、データ更
新等を行うものであり、行政的視点に立った指導説明・調整が
必要な業務である。道路行政及び道路施設の管理・保全に関
する手法に精通、道路管理データベースシステムの構築、改
良、データ整備等に当初より携わっており唯一の契約相手と判
断する。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
一
(随意契約によらざる
を得ないもの)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7491 （財）道路保全技術センター 瀬目トンネル検討業務

朝堀　泰明
九州地方整備局　川辺川ダム砂
防事務所
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬
３３１７

平成17年5月11日 10,290,000

本業務の遂行にあたっては、道路管理・道路保全にかかわる
豊富な知識と経験が必要であり、その内容について十分精通
していなければならない。
（財）道路保全技術センターは、「道路保全・管理の技術に関す
る調査研究、開発等に関する事業を行い、効率的かつ合理的
な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に
貢献し、国民生活の向上に寄与すること」を目的として設立され
た公益法人である。
これまでに本業務に必要とされる「道路トンネルの変状調査検
討」、「道路トンネルの補修検討」、「道路防災検討」などの業務
実績が多く、また道路管理に精通した技術者を有している。
このため本業務は、財団法人道路保全技術センターと随意契
約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7492 （財）道路保全技術センター
佐賀国道管内道路施設管理業
務

岩屋　信一郎
九州地方整備局　佐賀国道事務
所
佐賀市新中町５ー１０

平成17年4月26日 62,370,000

道路管理データベースシステムのプログラムの改良、データ更
新等を行うものであり、行政的視点に立った指導説明・調整が
必要な業務である。道路行政及び道路施設の管理・保全に関
する手法に精通、道路管理データベースシステムの構築、改
良、データ整備等に当初より携わっており唯一の契約相手と判
断する。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
一
(随意契約によらざる
を得ないもの)

7493 （財）道路保全技術センター
福岡国道管内路面下空洞調査
業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年4月20日 26,271,000

路面下の空洞状況を路面探査車により把握する業務であり、
空洞探査手法を確立し空洞調査マニュアル（案）を作成するな
ど特殊な専門知識を有していること、特記に定める性能を有す
る空洞探査車を保有し空洞柱状図の写真撮影の特許を有して
いることから、（財）道路保全技術センターが唯一の契約相手と
判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7494 （財）道路保全技術センター 延岡管内防災計画策定業務

大塚　法晴
九州地方整備局　延岡河川国道
事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８
８９

平成17年8月23日 21,367,500

道路点検結果に基づき、今後の維持修繕計画を策定するもの
であり、道路保全に関する高度な技術と専門的かつ豊富な経
験を有していることから（財）道路保全技術センターが唯一の契
約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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7495 （財）道路保全技術センター
車道透水性試験舗装追跡調査
検討業務

吉原　匠
九州地方整備局　九州技術事務
所
福岡県久留米市高野１丁目３番
１号

平成17年7月19日 11,707,500

車道透水性試験舗装の降雨実験や耐久性に関する追跡調
査、その有効性について検討を行うためには、排水性舗装に関
する委員会や各種調査の実績があり、道路舗装に関する豊富
な知識と経験および技術力が不可欠である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7496 （財）道路保全技術センター 福岡南部地区道の駅検討業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年7月29日 11,287,500

本業務の遂行にあたっては、道の駅についての広範な知識を
有し、道の駅運営に向けた情報に精通している必要がある。
当法人は、全国各地で道の駅に関する豊富な知識・実績を有
しており、道の駅の運営支援についても豊富な実績を有してい
ることから唯一の契約相手と判断した。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7497 （財）道路保全技術センター 熊本管内道路施設管理業務

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年4月8日 33,915,000

道路管理データベースシステムのプログラムの改良、データ更
新、今後のｼｽﾃﾑのあり方等の検討を行うものであり、行政的
視点に立った指導説明・調整が必要な業務であるが、道路行
政及び道路施設の管理・保全に関する手法に精通し、道路管
理データベースシステムの構築、改良、データ整備等に当初よ
り携わっており、唯一の契約相手と判断するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

18年度以降におい
て当該事務・事業
の委託等を行わな
いもの

－

7498 （財）道路保全技術センター 熊本管内維持管理検討業務

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年4月8日 17,430,000

適切・効率的な維持管理のあり方を検討するための現状把握・
課題等の抽出やニーズの把握方法、連携強化の手法の検討
においては、維持管理の現状・今後の方向性を熟知し、行政的
視点に立った調整が必要であり、本業務を円滑に遂行する唯
一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入
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7499 （財）道路保全技術センター 道路防災管理支援業務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年8月25日 5,355,000

道路防災ドクターによる防災対策の指導・助言をもとに、適切な
防災対策を実施することを目的とするが、中立・公平な立場で
の 新の道路防災技術及び道路行政判断に精通した広範な
知識が求められる。防災対策に関する高度な技術、学識経験
者と技術的信頼関係を保持、また当該地域の災害特性に関す
る資料・技術力を有する唯一の契約相手と判断する。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7500 （財）道路保全技術センター 大分管内道路施設管理業務

長太　茂樹
九州地方整備局　大分河川国道
事務所
大分市西大道１丁目１番７１号

平成17年4月1日 41,422,500

道路管理データベースシステムのプログラムの改良、データ更
新等を行うものであり、行政的視点に立った指導説明・調整が
必要な業務である。道路行政及び道路施設の管理・保全に関
する手法に精通、道路管理データベースシステムの構築、改
良、データ整備等に当初より携わっており唯一の契約相手と判
断する。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
一
(随意契約によらざる
を得ないもの)

7501 （社）日本建設機械化協会
川内道路（１３工区）換気制御設
備新方式導入検討業務

遠藤　和重
九州地方整備局　鹿児島国道事
務所
鹿児島市浜町２番５号

平成17年8月22日 6,825,000

トンネル換気設備について、実験を行い他機関には無い豊富
で詳細なデータを所有し、かつ熟知しており、新換気制御方式
での実証実験、消費電力量の削減を図るなどの実績があり、
本業務を円滑に遂行できる唯一の機関であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に企画競
争に移行すべく準備
を進める）

公募手続き
を導入

7502 （社）日本建設機械化協会
平成１７年度施工形態動向調査
検討解析業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成18年1月17日 22,050,000

本業務を実施するに当たっては、業務内容が公共事業の積算
に関するものであるため、公平・中立な立場が必要であり、建
設施工現場の施工方法、施工機械及び施工歩掛かりに関し十
分精通しているとともに各種ﾃﾞｰﾀを的確かつ円滑に解析・検討
できる能力が必要不可欠となり、社団法人日本建設機械化協
会はこれらの要件を満たす唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に企画競
争に移行すべく準備
を進める）

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
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7503 （社）日本建設機械化協会 情報化施工に関する検討業務

吉原　匠
九州地方整備局　九州技術事務
所
福岡県久留米市高野１丁目３番
１号

平成17年11月10日 10,815,000

　本業務は、情報化施工に対応した施工管理手法の確立を図
ることを目的としており、業務の遂行にあたっては、電子情報技
術はもとより建設分野における情報化施工の導入に関し極め
て高度な知識と経験を必要とし、情報化施工について、専門的
な技術及び知識が必要不可欠である。
　本協会は、建設事業の機械化を推進し、もって国土開発と経
済発展に寄与することを目的として設立された公益法人であ
り、建設機械化の推進及び普及、情報化施工に関する高度な
知識と技術及び経験を有しており、本業務を遂行するに必要な
要件を備えた唯一の契約対象機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に企画競
争に移行すべく準備
を進める）

公募手続き
を導入

7504 （社）日本建設機械化協会 管内堰保守点検検討業務

松木　洋忠
九州地方整備局　遠賀川河川事
務所
福岡県直方市溝堀１丁目１番１
号

平成17年8月19日 23,520,000

　本業務は、事務所の保有・管理する河川構造物（堰・水門等）
についてアセットマネージメントという観点からこれらを長期的、
計画的に管理していくための保守点検整備計画を立案するも
のであり、本業務の遂行にあたっては、鋼構造物及びコンク
リート構造物の特性に精通し、構造物の調査・計画・設計から
施工・維持管理に関する経験豊富かつ専門的な知識が必要で
あるとともに、公平・中立な立場であることが必要不可欠であ
る。
　本協会は、建設機械及び機械化施工に関する試験研究を実
施することにより、建設機械に関する技術の向上並びに建設事
業の合理化を図り、もって国土開発と経済発展に寄与すること
を目的として設立された法人であり、建設工事の施工法及び構
造物に関する調査・試験研究並びに各種構造物における維
持、補修、補強に関する調査・検討業務等の実績を数多く有し
ているとともに、経験豊富な技術者を多数有しており、本業務を
円滑かつ的確に遂行するための唯一の契約相手である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に企画競
争に移行すべく準備
を進める）

公募手続き
を導入

7505 （財）先端建設技術センター
南九州西回り自動車道ＰＭ導入
検討業務

東出　成記
九州地方整備局　八代河川国道
事務所
熊本県八代市萩原町１丁目７０
８ー２

平成17年7月19日 9,009,000

プロジェクトマネージメント及び公共事業の執行に関して、専門
的な知識を有し、以下の条件を満たす必要がある。
建設事業に係る施工の自動化、合理化、効率化等及び材料等
の利用に関する事業及び建設事業に係る施工計画、施工方
法、マネージメントシステム等に関する業務を行っている。諸外
国における公共事業へのＰＭ手法の適用・運用状況について
調査を行い本業務に関する豊富な見地を有している。ＰＭと公
共事業の両方に関して高度な知識と情報を有している。事業の
コスト縮減に関して先端技術の活用は不可欠でありその調査
研究及び普及を行っている機関のため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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7506 （財）先端建設技術センター 桜島無人化施工技術検討業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年9月27日 27,825,000

 本業務を遂行するにあたっては、無人化施工技術についての
高度な知識と経験及び広範囲な技術情報の収集等が必要で
あり、さらに先端建設技術・新工法技術に関する研究開発等に
精通・熟知し、専門的・広範囲な知見が不可欠である。
　（財）先端建設技術センターは、建設事業に係わる先端的な
技術に関する調査研究、開発及び普及を図ることにより、国土
基盤整備の推進を図り、もって国民生活の安定と向上に資する
ことを目的として設立された法人であり、無人化施工技術で必
要な自　　動化・ロボット化・火山災害対策・施工能力調査及び
技術の普及のとして「雲仙・普賢岳無人化施工マニュアル（平
成１２年度）、「無人化施工技術開発検討」（平成１３年度）、「無
人化施工に関する技術基準調査」（平成１４年度）、「樽前山無
人化施工計画検討」（平成１４年度）、美瑛川緊急時無人化施
工計画（平成１５～１６年度）等の実績があり、無人化施工技術
全般に精通し、今後の無人化施工技術の確立に向けた検討に
おいて必要となる技術的なノウハウを有していることから、本業
務を実施するに必要な知識、経験、技術力を十分有していると
判断できる。
　以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、（財）先端建設技術センターが唯一の契約相手と判断する
ものである。
　（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7507 （財）道路空間高度化機構
平成１７年度　道路空間マネジメ
ント方策検討業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年7月29日 26,470,500

本業務の遂行にあたっては、これからの道路空間のあり方、官
民連携による道路空間マネジメントのあり方など様々な視点か
らの研究を行い、シーニックバイウェイをはじめとした市民参加
型道路管理等先進的な取り組みについて代替性のない特定の
知識、経験、能力を有する必要があり、当法人が唯一の機関と
判断できる。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7508 （財）日本造園修景協会
園内管理効率化のためのデータ
作成業務

五十嵐　康之
九州地方整備局　国営海の中道
海浜公園事務所
福岡市東区大字西戸崎１８－２
５

平成17年11月30日 31,132,500

本業務の実施にあたっては、国営公園のＧＩＳ構築に関する高
度な技術力を有していること、並びに本公園の現状及び課題を
知悉していることが必要であり、（財）日本造園修景協会は、こ
れらの要件を満たす唯一の者である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入

7509
（社）河川ポンプ施設技術協
会

機械設備のリスクベースメンテナ
ンス手法の検討業務

吉原　匠
九州地方整備局　九州技術事務
所
福岡県久留米市高野１丁目３番
１号

平成17年10月28日 13,125,000

本業務は、ポンプ設備のリスク評価を取り入れた維持管理・更
新手法を検討するものであり、揚排水ポンプ設備や排水機場
に係わる技術基準や設計指針、点検整備要領やその策定経
緯に精通する等幅広く、多くの知識と高度な技術力が必要であ
る。また本業務の実施にあたっては、ポンプ設備に関する広範
な情報を必要とし、これらのデータを体系的に保有し収集する
必要がある。さらに評価にあたっては、特定の技術や企業から
は異なる公平かつ中立な立場での実施が必要不可欠である。
上記の条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入
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7510
（社）河川ポンプ施設技術協
会

管内排水機場機能改善検討業
務

矢野　日出東
九州地方整備局　川内川河川事
務所長
鹿児島県薩摩川内市東大小路
町２０番２号

平成18年1月23日 9,660,000

本業務は、操作員の視点に立ったポンプ設備の機能改善策を
検討するものであり、揚排水ポンプ設備や排水機場に係わる
技術基準や設計指針、点検整備要領やその策定経緯に精通
する等幅広く、多くの知識と高度な技術力が必要である。また
本業務の実施にあたっては、ポンプ設備に関する広範な情報
を必要とし、これらのデータを体系的に保有し収集する必要が
ある。さらに検討にあたっては、特定の技術や企業からは異な
る公平かつ中立な立場での実施が必要不可欠である。上記の
条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

7511 （財）道路新産業開発機構
須恵ＰＡスマートＩＣ社会実験検
討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成18年1月13日 45,759,000

　既存の高速道路の有効活用等を図るためＥＴＣ専用のスマー
トＩＣを設置し、期待される整備効果について社会実験を実施
し、システムの運用及び評価等を検討する。
　ETCに関する実験機器等の検討にあたり「スマートIC社会実
験全体協議会」の事務局として各行政機関・西日本高速道等
各民間企業などが参画しており、公平・中立な立場で情報収
集・調整する能力が必要であること。
　スマートIC社会実験として地元行政機関と調整を図りつつ社
会実験を支援し、ETCに関する技術開発について高い技術力
を有していることから、随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

問題があるもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

7512
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

砂防ＧＩＳ整備計画及び情報共
有手法検討業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年12月14日 19,706,400

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

7513
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

砂防施設台帳情報管理手法検
討業務

秦　耕二
九州地方整備局　雲仙復興事務
所
長崎県島原市下川尻町７ー４

平成18年1月26日 15,435,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入
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7514
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

雲仙普賢岳危機管理計画検討
業務

秦　耕二
九州地方整備局　雲仙復興事務
所
長崎県島原市下川尻町７ー４

平成18年1月6日 11,550,000

当該業務は、大規模土砂災害時に事務所（当該業務発注者）
が具体的に執るべき行動をとりまとめた手引き書を作成するも
のである。当該業務を実施するに当たっては、当該機関が著作
権を有する「大規模な天然ダムの形成・決壊を対象とした異常
土砂災害対応マニュアル（案）」（登録番号：第30980号の1）を
当該事務所管内の状況に応じて修正するとともに、当該機関
の有する関連論文を砂防学会紙等に投稿し当該機関技術者
が書籍「天然ダムと災害」を執筆するなど、土砂災害に対する
危機管理に関する代替性のない知識及び中立性・公平性が必
要である。当該機関は上記能力を有する唯一の機関であり、随
意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
一
(随意契約によらざる
を得ないもの)

7515
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

桜島火山砂防事業における管
理支援検討業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年12月16日 15,750,000

本業務は、公物管理のあり方が問われるなか、桜島において、
管理瑕疵を問われないための砂防設備の設備管理、巡視点
検、安全利用点検に関する要領・マニュアル等の素案の検討を
行うものである。当該業務を遂行するにあたっては、桜島火山
砂防事業に係る専門的な知識とともに、①国家賠償法及び民
法に規定される公の営造物・工作物の定義に関する学説・理
論の整理や、その設置・管理瑕疵等に関する砂防の公物管理
に必要な専門知識、②国が関与した砂防に関する全ての過去
の判例やその関連資料に関する代替性のないデータベース、
並びに③中立性・公平性等が必要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行
う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

7516
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

植生遷移調査検討業務

秦　耕二
九州地方整備局　雲仙復興事務
所
長崎県島原市下川尻町７ー４

平成17年10月14日 11,970,000

本業務は雲仙復興事務所管内において、火砕流等の荒廃地
内の植生遷移に関する調査手法・評価マニュアルを作成するも
のである。当該業務を遂行するにあたっては、①国家賠償法及
び民法に規定される公の営造物・工作物の定義に関する学説・
理論の整理や、その設置・管理瑕疵等に関する砂防の公物管
理に必要な専門知識、②国が関与した砂防に関する全ての過
去の判例やその関連資料に関する代替性のないデータベー
ス、③砂防指定地管理や砂防における樹林整備等に関する専
門的知識、並びに④中立性・公平性等が必要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行
う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

7517
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

桜島地域活性化計画検討業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年5月30日 45,675,000

当該業務は、桜島の既存砂防設備の機能を維持し、管理瑕疵
とならないよう公物として具備すべき安全性の確保をしながら、
安全利用を図るための条件等の整備を行うものである。当該
業務を遂行するにあたっては、桜島火山砂防事業や土砂災害
に係る専門的な知識とともに、①国家賠償法及び民法に規定さ
れる公の営造物・工作物の定義に関する学説・理論の整理や、
その設置・管理瑕疵等に関する砂防の公物管理に必要な専門
知識、②国が関与した砂防に関する全ての過去の判例やその
関連資料に関する代替性のないデータベース、並びに③中立
性・公平性等が必要である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行
う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

7518
（財）交通事故総合分析セン
ター

平成１７年度　交通事故分析業
務

吉原　匠
九州地方整備局　九州技術事務
所
福岡県久留米市高野１丁目３番
１号

平成17年11月10日 26,775,000

交通事故発生原因の分析を行うためには、交通事故統合デー
タを用いる必要がある。この業務を遂行するには、交通事故統
合データを唯一保有している当財団以外にない。（会計法第２
９条の３第４項） その他のもの

一
(随意契約によらざる
を得ないもの)



番号 所管公益法人等の名称
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7519 （財）海洋架橋・橋梁調査会 牛根大橋技術支援業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年7月6日 1,995,000

財団法人海洋架橋・橋梁調査会は、海洋架橋における施工技
術に関連する調査を実施している唯一の機関であり、本州四
国連絡橋を始め関西空港連絡橋、離島架橋及び現在計画中
の第二関門架橋・東京湾口架橋などの計画、設計、施工法検
討、環境調査、施工管理など海洋長大橋に関する業務を行
い、これらの分野に関する知識・経験・技術力を十分有している
と判断できるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（１8年度以降、企画
競争に移行すべく準
備を進める）

7520 （財）海洋架橋・橋梁調査会
熊本管内橋梁マネージメント業
務

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年11月8日 1,680,000

管内の橋梁の補修・補強に関する整備計画の検討を行う業務
であり、道路橋の調査・診断技術、補修・補強技術のほか、経
済、環境に関する高度な技術と豊富な経験を有していること、
関係業界に対して公平・中立な立場であることから、（財）海洋
架橋・橋梁調査会が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（１8年度以降、企画
競争に移行すべく準
備を進める）

7521 （財）海洋架橋・橋梁調査会 管内橋梁診断業務

吉原　匠
九州地方整備局　九州技術事務
所
福岡県久留米市高野１丁目３番
１号

平成17年10月3日 83,580,000

橋梁点検結果に基づく診断を行う業務であり、道路橋の調査・
診断技術に関する高度な技術と豊富な経験を有していること、
関係業界に対して公平・中立な立場であることから、（財）海洋
架橋・橋梁調査会が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（１8年度以降、企画
競争に移行すべく準
備を進める）

7522 （財）海洋架橋・橋梁調査会 福岡国道管内橋梁点検業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年4月20日 5,880,000

福岡県西方沖地震の被災状況を把握し、対策工法を検討する
業務であり、道路橋の調査・診断技術、補修・補強技術等高度
な技術と豊富な経験を有していること、関係業界に対して公平・
中立な立場であることから、（財）海洋架橋・橋梁調査会が唯一
の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（１8年度以降、企画
競争に移行すべく準
備を進める）

7523 （財）海洋架橋・橋梁調査会 唐津管内橋梁点検業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局　佐賀国道事務
所
佐賀市新中町５ー１０

平成17年5月30日 1,596,000

福岡県西方沖地震の被災状況を把握し、対策工法を検討する
業務であり、道路橋の調査・診断技術、補修・補強技術等高度
な技術と豊富な経験を有していること、関係業界に対して公平・
中立な立場であることから、（財）海洋架橋・橋梁調査会が唯一
の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（１8年度以降、企画
競争に移行すべく準
備を進める）

7524 （財）海洋架橋・橋梁調査会
北九州国道管内橋梁調査検討
業務

寺本　直高
九州地方整備局　北九州国道事
務所
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－
１０

平成17年12月28日 25,725,000

橋梁損傷に関する詳細調査を実施し、原因究明、対策を検討
する業務であり、鋼製橋脚隅角部の疲労亀裂等、道路橋の調
査、診断技術、補修補強技術等高度な知識と豊富な経験を有
していること、関係業界に対して公平・中立な立場であることか
ら、（財）海洋架橋・橋梁調査会が唯一の契約相手と判断する
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（１8年度以降、企画
競争に移行すべく準
備を進める）

7525 （財）海洋架橋・橋梁調査会 延岡管内橋梁洗掘調査業務

大塚　法晴
九州地方整備局　延岡河川国道
事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８
８９

平成18年2月7日 2,887,500

台風１４号豪雨に伴う橋脚部洗堀などの影響を調査し必要な措
置を検討する業務であり、橋梁の性能評価、診断に関する高
度な技術を有していること、カラーイメージソナーによる洗堀状
況調査を実施する機器を唯一保有していることから、（財）海洋
架橋・橋梁調査会が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（１8年度以降、企画
競争に移行すべく準
備を進める）
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7526 （財）海洋架橋・橋梁調査会
橋梁長期モニタリング調査検討
業務

長太　茂樹
九州地方整備局　大分河川国道
事務所
大分市西大道１丁目１番７１号

平成17年12月12日 2,310,000

通行車両の重量が既設橋梁に与える影響を調査検討する業
務であり、道路橋に係わる調査・診断・管理等高度な技術と豊
富な経験を有していることから、(財)海洋架橋・橋梁調査会が
唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（１8年度以降、企画
競争に移行すべく準
備を進める）

7527 （財）海洋架橋・橋梁調査会
関門海峡道路他１件橋梁構造
及び事業手法検討業務

小串　正志
九州地方整備局　九州幹線道路
調査事務所
福岡市東区千早２丁目２番４３
号

平成17年12月5日 56,595,000

本業務は、関門海峡、長島海峡部に計画中の長大橋梁の予備
設計を行う業務であり、本州四国連絡橋をはじめとする海洋架
橋に関する計画、設計施工方法のノウハウを有し高度な知識と
経験が必要である。当法人は、海峡横断プロジェクトをはじめ、
離島架橋事業や海外での長大橋梁プロジェクトに至るまで数
多くの技術調査・技術検討を行い、海洋架橋に関する計画、設
計等についての幅広い実績をもっており、唯一の契約対象と判
断できるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（１8年度以降、企画
競争に移行すべく準
備を進める）

7528 （財）海洋架橋・橋梁調査会 北九州国道管内橋梁点検業務

寺本　直高
九州地方整備局　北九州国道事
務所
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－
１０

平成17年5月31日 4,725,000

福岡県西方沖地震の被災状況を把握し、対策工法を検討する
業務であり、道路橋の調査・診断技術、補修・補強技術等高度
な技術と豊富な経験を有していること、関係業界に対して公平・
中立な立場であることから、（財）海洋架橋・橋梁調査会が唯一
の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（１8年度以降、企画
競争に移行すべく準
備を進める）

7529 （財）海洋架橋・橋梁調査会
付替県道頭地大橋施工技術検
討業務

朝堀　泰明
九州地方整備局　川辺川ダム砂
防事務所
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬
３３１７

平成17年5月12日 13,440,000

  本業務の円滑な推進には、ＰＣ橋の高度な専門知識を有する
こと及び専門家による委員会を開催することから、広範囲の学
識経験者等の意見を反映させる必要がある。
　上記財団法人は、ＰＣ橋の橋梁構造に対する種々の調査経
験があり、本業務を処理するのに適正な人材、豊富な資料の
蓄積及び分析力を有しているとともに、上記財団の前身である
（財）道路保全技術センター橋梁部門において、平成８年度、平
成９年度、平成１３年度、平成１４年度および平成１５年度に
「付替県道頭地大橋架設技術検討委員会」、上記財団として平
成１６年度に「付替県道頭地大橋施工技術検討委員会」の運営
に携わった経験を有している。
以上のことから本業務を遂行するうえで（財）海洋架橋・橋梁調
査会が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（１8年度以降、企画
競争に移行すべく準
備を進める）

7530 （財）海洋架橋・橋梁調査会
福岡２０８号　有明海沿岸道路
橋梁工事発注・施工技術支援業
務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年4月1日 28,350,000

本業務は、有明海沿岸道路における長大橋の新しい構造・設
計手法・発注方法・施工法・コスト縮減を行う業務である。当法
人は、本州四国連絡橋をはじめ多数かつ長大橋特有の計画手
法・設計手法・施工法に関する研究・検討の実績を有するととも
に長大橋に関する委員会の運営の実績から、公平性及び秘密
の確保ができる唯一の契約相手と判断した。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（１8年度以降、企画
競争に移行すべく準
備を進める）
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7531 （財）海外建設防災協会
海外事例を踏まえた防災意識向
上方策検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年10月20日 10,710,000

　本業務を実施するためには、海外の政府及び危機管理体制
について、体制の背景にある様々な課題、検討過程等の対外
的には発表されない情報も含めて的確に把握する必要があ
る。これら情報の収集にあたっては、情報収集経路を確立して
おくことが必要不可欠である。
　また、海外の政府及び危機管理体制を熟知し、豊富な情報収
集能力を有するとともに、それらに関する多数の事例、データ、
調査実績・手法等を蓄積していることが必要である。
　当該財団は、これまでの海外の政府及び危機管理体制の調
査の実施を通じて、また、ゼネコン、コンサルタント、電力会社
等の多様な賛助会員のネットワークを活用した情報収集経路を
持つなど、他の民間企業にはない独自かつ豊富な情報収集能
力を有している。さらに、上記調査等を通じて収集された事例、
データを豊富に蓄積している。これら当該財団が有する独自の
情報収集経路等は、本業務の遂行において、特に危機管理体
制の背景にある様々な課題、検討過程等の対外的には発表さ
れない情報を的確に把握する際に必要不可欠なものである。
　そのため、当該法人でなければ本検討業務において必要と
する成果を得ることができないため、随意契約を行う。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

7532 （財）土木研究センター
福岡２０８号有明海沿岸道路軟
弱地盤対策発注・施工技術支援
業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年4月1日 27,720,000

本業務は、有明海沿岸特有の軟弱地盤対策及び盛土に関す
る技術検討を行うものである。当法人は、「有明海沿岸道路軟
弱地盤対策工法検討委員会」の運営を行い、本業務のもととな
る技術基準策定をしており、業務を実施できる唯一の契約相手
方であると判断した。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に企画競
争に移行すべく準備
を進める）

7533 （財）土木研究センター
鋼床版の防錆に関する調査外１
連業務

吉原　匠
九州地方整備局　九州技術事務
所
福岡県久留米市高野１丁目３番
１号

平成18年2月6日 2,730,000

鋼構造物の高耐久性塗装の塗膜の外観、塗膜の変退色、光
沢度、汚れ程度および耐久性鋼材の腐食に関する目視観察、
錆剥離等の調査を行うためには、これらに関する豊富な知識と
経験、技術力が不可欠であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に企画競
争に移行すべく準備
を進める）

7534 （財）土木研究センター
矢部川橋橋台複合地盤基礎の
設計手法検討業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年8月4日 12,390,000

本業務は、有明海沿岸特有の軟弱地盤における杭のコスト縮
減を考慮いた設計手法を検討するものである。当法人は、「有
明海沿岸道路軟弱地盤対策工法検討委員会」の運営を行い、
本業務のもととなる技術基準策定をしており、本業務を実施で
きる唯一の契約相手と判断した。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に企画競
争に移行すべく準備
を進める）

7535 （財）土木研究センター
有明海沿岸道路軟弱地盤対策
技術基準（案）の見直し検討業
務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年4月1日 5,355,000

本業務は、有明海沿岸特有の軟弱地盤における技術基準の
見直しを行うものである。この法人は、「有明海沿岸道路軟弱
地盤対策工法検討委員会」の運営を行い、本業務のもととなる
技術基準策定をしており、業務を実施できる唯一の契約相手
方と判断した。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に企画競
争に移行すべく準備
を進める）
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7536 （財）土木研究センター
菊池川水系における自然環境に
配慮した河岸保護工検討業務

是沢　毅
九州地方整備局　菊池川河川事
務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年12月20日 9,345,000

本業務の遂行においては、全く新しい分野であり研究的な要素
が多く、菊池川の個性を抽出できる幅広い経験・知識を有して
いると共に、新しい技術の評価・選定に対して、公平・中立的立
場を維持できることが必要である。
（財）土木研究センターは、国土交通省国土技術政策総合研究
所が所管する財団法人であり、旧建設省土木研究所および独
立行政法人土木研究所において長年にわたって河川・河川構
造物を初めとする建設技術の研究を経験してきた各分野の技
術者集団を有し、技術指導ならびに新しい技術の開発を行って
きている。さらに、産・学・官から各種の情報収集を行うととも
に、土木に関する研究・調査および試験の促進に努め、国土建
設事業の発展向上に寄与することを目的として設立された公益
法人である。また、我が国で唯一本業務分野での調査・検討業
務を行った実績があることから、本業務の履行にあたっての知
識・経験・技術力を十分有していると判断できる。
 　以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、（財）土木研究センターが唯一の契約相手と判断するもの
である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に企画競
争に移行すべく準備
を進める）

7537 （財）日本緑化センター
国営海の中道海浜公園植栽更
新・再生計画策定業務

五十嵐　康之
九州地方整備局　国営海の中道
海浜公園事務所
福岡市東区大字西戸崎１８－２
５

平成17年9月30日 20,475,000

本業務の実施にあたっては、植物や植栽管理に関する幅広い
知識と技術力（特に、生育不良木の診断技術と対応策につい
ての深い知識）、松くい虫防除に関する高度な知識と技術力、
及び公園全体を対象とした植栽更新・再生計画を策定するた
めの高度な技術力が必要であり、（財）日本緑化センターは、こ
れらの要件を満たす唯一の者である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（１９年度契約では、
企画競争を実施し、２
０年度以降、総合評
価による一般競争等
に移行）

7538 （社）九州建設弘済会
熊本管内河川工事積算補助業
務

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年4月1日 27,247,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7539 （社）九州建設弘済会
大隅河川国道事務所管内工事
積算資料作成補助業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年4月1日 115,521,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7540 （社）九州建設弘済会
国営吉野ヶ里歴史公園管内積
算資料作成補助業務

太田　広
九州地方整備局　国営吉野ヶ里
歴史公園事務所
佐賀県神埼郡三田川町大字田
手１８６９

平成17年4月1日 17,850,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7541 （社）九州建設弘済会
川内川河川事務所管内積算補
助業務

矢野　日出東
九州地方整備局　川内川河川事
務所長
鹿児島県薩摩川内市東大小路
町２０番２号

平成17年4月1日 65,835,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7542 （社）九州建設弘済会
平成１６年交通事故統合データ
ベース作成業務

寺本　直高
九州地方整備局　北九州国道事
務所
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－
１０

平成17年6月14日 4,935,000

業務の遂行にあたっては、交通事故を分析・評価・判定する上
で位置情報や道路構造を主とする管理情報等、広範な関連知
識に精通し、かつ個人情報等について、高度な守秘義務ととも
に適正な情報管理能力を有していることが求められる。当法人
は当業務に関する豊富な知識・実績を有し個人情報の機密を
厳守できるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7543 （社）九州建設弘済会
佐伯管内工事積算資料作成補
助業務

西川　勝義
九州地方整備局　佐伯河川国道
事務所
大分県佐伯市長島町４丁目１４
番１４号

平成17年4月1日 103,950,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7544 （社）九州建設弘済会
大分河川国道事務所積算資料
作成補助業務委託

長太　茂樹
九州地方整備局　大分河川国道
事務所
大分市西大道１丁目１番７１号

平成17年4月1日 140,238,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7545 （社）九州建設弘済会
八代河川国道事務所管内道路
積算資料作成補助業務

東出　成記
九州地方整備局　八代河川国道
事務所
熊本県八代市萩原町１丁目７０
８ー２

平成17年4月1日 32,256,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7546 （社）九州建設弘済会
武雄河川事務所管内上半期積
算補助業務

尾澤　卓思
九州地方整備局　武雄河川事務
所
佐賀県武雄市武雄町大字昭和
７４５

平成17年4月1日 42,000,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7547 （社）九州建設弘済会
筑後川河川事務所管内積算補
助業務

井山　聡
九州地方整備局　筑後川河川事
務所
福岡県久留米市高野１丁目２番
１号

平成17年4月1日 51,660,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7548 （社）九州建設弘済会
武雄河川事務所管内下半期積
算補助業務

尾澤　卓思
九州地方整備局　武雄河川事務
所
佐賀県武雄市武雄町大字昭和
７４５

平成17年9月28日 35,385,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7549 （社）九州建設弘済会
熊本管内機械工事積算補助業
務

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年4月1日 17,325,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7550 （社）九州建設弘済会
熊本管内道路工事積算補助業
務

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年4月1日 78,750,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7551 （社）九州建設弘済会
平成１７年度　福岡国道管内工
事積算資料作成補助業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年4月1日 177,240,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7552 （社）九州建設弘済会
佐賀国道事務所管内工事積算
資料作成補助業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局　佐賀国道事務
所
佐賀市新中町５ー１０

平成17年4月1日 81,900,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7553 （社）九州建設弘済会
国営海の中道海浜公園事務所
管内工事積算資料作成補助業
務

五十嵐　康之
九州地方整備局　国営海の中道
海浜公園事務所
福岡市東区大字西戸崎１８－２
５

平成17年4月1日 19,110,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7554 （社）九州建設弘済会
鹿児島国道管内積算資料作成
補助業務

遠藤　和重
九州地方整備局　鹿児島国道事
務所
鹿児島市浜町２番５号

平成17年4月1日 120,708,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7555 （社）九州建設弘済会
長崎河川国道管内工事積算資
料作成補助業務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年4月1日 129,937,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7556 （社）九州建設弘済会
平成１７年度　積算検討資料整
理業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年4月1日 37,905,000

本業務を実施するに当たり、その結果が土木工事標準積算基
準の改定の重要な基礎資料となることから、高い公平性・中立
性・機密性が必要であり、土木工事標準積算基準等に関する
高度な専門知識及び積算方法に関する豊富な経験が必要不
可欠であり、社団法人九州建設弘済会はこれらの要件を満た
す唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

7557 （社）九州建設弘済会
八代河川国道事務所管内河川
積算資料作成補助業務

東出　成記
九州地方整備局　八代河川国道
事務所
熊本県八代市萩原町１丁目７０
８ー２

平成17年4月1日 17,850,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7558 （社）九州建設弘済会
延岡河川国道事務所管内積算
補助業務

大塚　法晴
九州地方整備局　延岡河川国道
事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８
８９

平成17年4月1日 105,441,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入
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7559 （社）九州建設弘済会
宮崎河川国道事務所管内積算
補助業務

久保　和幸
九州地方整備局　宮崎河川国道
事務所
宮崎市大工２丁目３９番地

平成17年4月1日 113,788,500

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7560 （社）九州建設弘済会 福岡県内交通事故調査業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年5月23日 11,130,000

本業務の遂行にあたっては、交通事故全般についての広範な
知識を有し情報に精通し、かつ個人情報等についての機密を
遵守する必要がある。当法人は、当業務に関する豊富な知識・
実績を有し機密情報を遵守できるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7561 （社）九州地方計画協会 電気通信積算補助業務

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年4月1日 9,660,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7562 （社）九州地方計画協会 嘉瀬川ダム管内積算補助業務

桑野　修司
九州地方整備局　嘉瀬川ダム工
事事務所
佐賀市高木瀬東２丁目１６番３５
号

平成17年4月1日 129,150,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7563 （社）九州地方計画協会
長崎管内電気通信工事積算資
料作成補助業務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年4月1日 18,900,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7564 （社）九州地方計画協会
福岡国道電気通信工事積算資
料作成補助業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年4月1日 18,270,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7565 （社）九州地方計画協会
立野ダム基礎資料整理外１件業
務

城戸　達則
九州地方整備局　立野ダム工事
事務所
熊本市下南部１丁目４－７３

平成17年4月7日 12,180,000

　本業務の遂行にあたっては、建設行政に関する諸基準等を
熟知し、行政関係書類等の作成及び整理の実績があり、関係
業界に対して中立的立場を維持出来る事が必要である。
　随意契約予定の社団法人　九州地方計画協会は、「九州地
方における河川、道路、ダム等の調査、研究、計画立案及び公
共事業に関する企画、調査、計画を行い、社会資本の整備拡
充と公共事業の円滑な推進に協力し、もって地域の発展に寄
与すること」を目的として設立された社団法人である。
　上記、社団法人は、九州におけるダム等の事業に関し、相当
の知識と建設行政に関連する諸基準等を熟知した経験豊富な
技術者を多数擁している唯一の機関であり、地質特性、並びに
環境特性に対応した検討を行う事が可能である。また、関係諸
機関との協議記録の整理や協議関係資料の作成に関しては、
当該社団法人は、行政関係書類等の作成及び整理業務の実
積を多数有している。
　以上のことから、本業務を円滑に実施するには、上記契約相
手方が 適であると判断され、随意契約を行い、業務の円滑な
推進を図るものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7566 （社）九州地方計画協会
川辺川ダム砂防事務所管内積
算補助業務

朝堀　泰明
九州地方整備局　川辺川ダム砂
防事務所
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬
３３１７

平成17年4月1日 49,455,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7567 （社）九州地方計画協会
佐賀国道電気通信工事積算資
料作成補助業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局　佐賀国道事務
所
佐賀市新中町５ー１０

平成17年4月1日 18,480,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7568 （社）九州地方計画協会
福岡２０８号　有明海沿岸道路
事業管理補助業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年4月1日 14,700,000

公共事業の流れや公共事業の計画立案に精通しているととも
に、今後の工事発注計画等の工程管理を行うことから中立的
立場を維持できることが必要である。（社）九州地方計画協会
は、本業務に関する業務実績として「福岡２０８号有明海沿岸
道路事業管理業務」（H16）において国土技術政策総合研究所
とプロジェクトマネジメントシステムを行い本システムに精通して
いるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量
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契約を締結した日
契約金額
（円）
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緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7569 （社）九州地方計画協会
平成１７年度　シーニックバイ
ウェイ検討業務

久保　和幸
九州地方整備局　宮崎河川国道
事務所
宮崎市大工２丁目３９番地

平成17年12月27日 3,990,000

本業務は、シーニックバイウェイ制度について先進事例の情報
や九州管内の道路に携わる地域の活動者等の情報を数多く保
有していることが必要であり、地域に存在する「地域資源」や
「道守活動」等を発掘・整理し、地域活性化に向けた仕組みづく
りを検討する業務である。当法人は、九州の特性を示す豊富な
データを有し、地域の現状に明るく地域・道路づくりの検討にも
精通している。また、九州管内で道路に携わる地域の活動を支
援している「道守九州会議」の事務局であり、特定の分野・地域
にとらわれることなく計画・検討を行うことができる唯一の契約
相手と判断できる。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7570 （社）九州地方計画協会
河川情報施設広報施設設計展
示業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成18年2月21日 27,300,000

　本業務の遂行にあたっては、河川行政及び市町村行政並び
に流域住民団体等に関する実態や課題等、公共性の高い情報
に精通していることが必要である。また、肝属川流域の各市町
村や各種住民団体の活動実績等を取り扱うことから川や水な
どに係わる多くの市民活動グループとのネットワーク及び活動
内容の把握が重要であるとともに、特定の利害関係を排除し、
公正中立な立場で業務を遂行する必要がある。
社団法人九州地方計画協会は、公共事業に関する情報収集
及び事業実施にあたっての推進方策等の調査・研究などを行う
法人として設立されたものである。同法人は、住民の行政ニー
ズを把握し河川行政等の公共性の高い情報の集積や公共事
業の推進方策の調査研究事業を実施するとともに、九州地方
整備局が推進する九州流域連携会議の運営や九州川のワー
クショップを協力開催するなど、九州内の川を活動のフィールド
とする住民団体等とのネットワークを有している唯一の法人で
ある。上記のことより、本業務の履行にあたっての知識・経験・
技術力を十分有していることから、地域との交流の拠点や、河
川情報の発信の場としての当該施設の展示物等の設計につい
て、高い次元で業務を遂行すると判断出来る。
以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行する為には、社
団法人九州地方計画協会が唯一の契約相手と判断するもので
ある。
（会計法第２９条の３第４項）

問題があるもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

7571 （社）九州地方計画協会
九州地域シーニックバイウェイ基
礎検討業務

小串　正志
九州地方整備局　九州幹線道路
調査事務所
福岡市東区千早２丁目２番４３
号

平成18年1月27日 5,460,000

本業務は、シーニックバイウェイ制度について先進事例の情報
や九州管内の道路に携わる地域の活動者等の情報を数多く保
有していることが必要であり、地域に存在する「地域資源」や
「道守活動」等を発掘・整理し、地域活性化に向けた仕組みづく
りを検討する業務である。当法人は、九州の特性を示す豊富な
データを有し、地域の現状に明るく地域・道路づくりの検討にも
精通している。また、九州管内で道路に携わる地域の活動を支
援している「道守九州会議」の事務局であり、特定の分野・地域
にとらわれることなく計画・検討を行うことができる唯一の契約
相手と判断できる。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7572 （社）九州地方計画協会
筑後川下流地区耐震対策技術
指針検討業務

井山　聡
九州地方整備局　筑後川河川事
務所
福岡県久留米市高野１丁目２番
１号

平成17年12月8日 8,820,000

技術指針検討にあたって、技術指針づくりの経験・知識が必要
であり、さらに筑後川下流域の地盤特性及び技術検討会運営
の経験・知識が必要である。
(社)九州地方計画協会は、直轄河川に関する技術指針等の検
討の実績を有し、九州地方の河川技術特性に精通する唯一の
機関であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7573 （社）九州地方計画協会
河川技術伝承に関する調査検
討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成18年1月12日 9,870,000

　本業務の遂行にあたっては、九州の河川伝統工法を収集し、
「河川伝統工法　参考資料（案）」を作成し、精度向上を図る必
要があることから九州の河川に精通し、高度な専門知識及び
中立的な立場が必要である。
　社団法人九州地方計画協会は、九州地方における「河川、道
路、ダム等の調査、研究、計画立案、建設資材、労務等に関す
る情報収集、提供、公共事業に関する相談等を行い、社会資
本の整備拡充と公共事業への円滑な推進に協力し、もって地
域の発展に寄与すること」を目的として設立された社団法人で
あり、本業務に必要とされる河川行政全般に関しての高度な技
術力と豊富な経験や実績を有している。
　特に本業務に関連する調査研究成果として、社団法人九州
地方計画協会は平成１２年度以降この業務に携わり、河川伝
統工法等の基礎資料収集、適用条件の整理、適用性の検討を
行い、九州の河川伝統工法事例集をとりまとめ、現代の材料を
使用した伝統工法の試験施工を行った実績があり、また既設ブ
ロック護岸を対象に水際植生の創出によるﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ化に関する
全国的な実施事例の資料収集を行っている。
　今年度は、「河川伝統工法　参考資料（案）」精度向上を図る
ため伝統工法の検討及びﾌﾞﾛｯｸ護岸のﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ化に関する検討
を行い、災害対応のガイドラインの作成を行うもので、当業務に
関する知識・経験・技術力を十分有し、且つ精通しているのは
社団法人九州地方計画協会だけである。
　以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、社団法人九州地方計画協会が唯一の契約相手と判断する
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7574 （社）九州地方計画協会
平成１７年度　総合評価方式技
術評価手法検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年12月15日 11,025,000

本業務を実施するに当たって、公共工事の方策検討に必要な
能力・知識と第三者機関を有効に活用できる企画能力を有しつ
つ、迅速に企業情報や入札情報等のﾃﾞｰﾀの整理分析を行える
能力を有するとともに、企業固有の技術提案や開札前いにお
いて落札者決定に重要となる各企業の加算点等の情報を取り
扱うことから高い機密性が必要不可欠であり、社団法人九州地
方計画協会はこれらの要件を満たす唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

問題があるもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7575 （社）九州地方計画協会
長崎管内観光道路のあり方検
討業務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年12月12日 1,333,500

本業務は、シーニックバイウェイ制度について先進事例の情報
や九州管内の道路に携わる地域の活動者等の情報を数多く保
有していることが必要であり、地域に存在する「地域資源」や
「道守活動」等を発掘・整理し、地域活性化に向けた仕組みづく
りを検討する業務である。当法人は、九州の特性を示す豊富な
データを有し、地域の現状に明るく地域・道路づくりの検討にも
精通している。また、九州管内で道路に携わる地域の活動を支
援している「道守九州会議」の事務局であり、特定の分野・地域
にとらわれることなく計画・検討を行うことができる唯一の契約
相手と判断できる。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7576 （社）九州地方計画協会
鹿児島国道管内電気通信積算
補助業務

遠藤　和重
九州地方整備局　鹿児島国道事
務所
鹿児島市浜町２番５号

平成17年4月1日 26,460,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7577 （社）九州地方計画協会
大隅電気通信工事積算資料作
成補助業務

長井　義樹
九州地方整備局　大隅河川国道
事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０
１３－１

平成17年4月1日 9,450,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7578 （社）九州地方計画協会 雲仙砂防管内積算補助業務

秦　耕二
九州地方整備局　雲仙復興事務
所
長崎県島原市下川尻町７ー４

平成17年4月1日 33,075,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7579 （社）九州地方計画協会 道路空間高度化調査検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年8月23日 27,615,000

本業務は、道路利用者のニーズや観光支援に関する道路空間
の多様な利用方法を検討するため、地域活動者との意見交
換、地域活動支援連携施策の方法検討、シニックバイウェイ制
度検討等を行う業務である。当法人は、九州の道路計画に精
通し、道路のボランティア活動の意見交換の場や地域住民との
連携方法や運営に関する知識や実績が必要であり、行政と地
域との調整役としての中立・公平の立場が必要である。よって、
当法人が唯一の契約相手と判断したため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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7580 （社）九州地方計画協会 多自然型川づくり工法検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年8月23日 8,505,000

　本業務の遂行にあたっては、収集した多自然型川づくりの
データ及び評価検討結果を基に工法選定及び実施上の留意
点等を取りまとめた設計施工マニュアル（案）を作成することか
ら、多自然型川づくりに精通し、高度な専門知識による判断と
中立的な立場による工法選定等の設計施工マニュアル作成を
行うことが必要である。
　社団法人 九州地方計画協会は、「河川、道路、ダム等の調
査、研究、計画立案、建設資材、労務等に関する情報収集、提
供、公共事業に関する相談等を行い、社会資本の整備拡充と
公共事業への円滑な推進に協力し、もって地域の発展に寄与
すること」を目的として設立された公益法人であり、中立な立場
から多自然型川づくりに関する豊富な経験と知識を基に検討を
行える技術者を有している。
　以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、社団法人 九州地方計画協会が唯一の契約相手と判断す
るものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7581 （社）九州地方計画協会
平成１７年度道路事業の認知向
上・理解促進に関する検討業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年4月11日 68,250,000

福岡国道事務所で推進している各種業務及び施策に対する十
分な知識及び、それらの道路利用者に対する効果的な認知向
上、理解促進の方策に関するノウハウが必要となる。さらに、
道路利用者にも受け入れられる効果的な広報を実施していくた
めには、官民双方の視点から広報内容を客観的に捉え、作成
できる中立的立場が維持できることが必要である。九州地方計
画協会は、本業務の同種の実績を有しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7582 （社）九州地方計画協会
平成１７年度九州社会資本整備
の動向調査解析業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年7月21日 17,115,000

　本業務は、社会資本整備に関連する各種指標（経済、交通、
産業、建設労働等）の調査・分析や、有識者からの意見収集等
を基に、今後の社会資本整備の推進方策等を検討するもの
で、実施にあたっては、公平・中立な視点及び、情報収集能力
とその調査解析能力を併せ有する必要がある。これらの要素を
満足するのは、当該随意契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7583 （社）九州地方計画協会
平成１７年度魅力ある熊本中心
市街部の創造検討業務

安藤　淳
九州地方整備局　熊本河川国道
事務所
熊本市西原１丁目１２ー１

平成17年7月22日 1,312,500

本業務の遂行にあたっては、熊本市中心市街地における社会
の変化、交通特性の変化に精通するとともに、先進事例からの
関係資料の収集能力、まちづくりの関連事業に対して中立的な
立場を維持出来ることが必要である。
 （社）九州地方計画協会は、九州地方における河川、道路、ダ
ム等の調査、研究、計画立案及び公共事業に関する企画、調
査、計画を行い、社会資本の整備拡充と公共事業の円滑な推
進に協力し、もって地域の発展に寄与することを目的に設立さ
れた公益法人であり、高度な専門技術・知識・経験を有するとと
もに、中立的な立場を維持することが出来る唯一の機関であ
る。
　また、本業務に関連する調査として「平成１５年度魅力ある熊
本中心市街部の創造検討業務」および「平成１６年度魅力ある
熊本中心市街部の創造検討業務」等を実施しており、本業務
の履行にあたっての知識・経験・技術力を十分に有していると
判断できる。
　以上のことから、本業務を円滑に遂行するには（社）九州地方
計画協会が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
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び所在地

契約を締結した日
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（円）
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7584 （社）九州地方計画協会
本明川調査計画基礎資料整理
（その２）業務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年9月30日 8,715,000

 本業務の遂行にあたっては、建設行政に関連する諸基準等を
熟知し、行政関係書類等の作成および整理の実績ならびに機
密の保持等が重要であるとともに、公平・中立な立場であること
が必要不可欠である。
 （社）九州地方計画協会は、九州地方における河川、道路、ダ
ム等の調査研究、計画立案及び公共事業に関する企画、調
査、計画を行い、社会資本の整備拡充と公共事業の円滑な推
進に協力し、もって地域の発展に寄与することを目的に設立さ
れたものでありであり、ダムの調査、研究、計画立案に関する
事業を実施している唯一の法人である。また、建設行政に関連
する諸基準等を熟知した経験豊富な技術者を多数有している
とともに、行政関係書類等の作成および整理の実績が豊富で
あることから本業務の履行にあたっての知識・経験・技術力を
十分有している唯一の機関であると判断できる。
　以上のことから、本業務を円滑に実施するには（社）九州地方
計画協会が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7585 （社）九州地方計画協会
大分川ダム下流魚類環境調査
検討業務

田中　義高
九州地方整備局　大分川ダム工
事事務所
大分市舞鶴町１丁目３ー３０

平成17年4月15日 15,382,500

業務の遂行においては、魚類環境という観点から、七瀬川の将
来的な姿について検討するため、地元学識者や漁業協同組
合、関係行政機関等からの幅広い意見の収集、調整が必要で
あり、県及び市が有する各種計画等密接に関連する事項につ
いても、資料を収集し調整する必要がある。また、他ダムにお
ける事例についての情報を充分に収集し、総合的な見地から
環境保全対策を検討する必要がある。（社）九州地方計画協会
は「九州地方におけるダム等の調査、研究、計画立案及び公
共事業に関する企画、調査、計画を行い、社会資本の整備拡
充と公共事業の円滑な推進に協力し、もって地域の発展に寄
与する」ことを目的とした法人であり、公共事業としてのダム下
流の河川環境に関する調査、研究、計画立案について多数の
事例に精通していると共に、地域計画に関する企画、調査、計
画立案についても行っているため、関係団体との円滑な調整等
総合的な観点に立った検討が実施できる唯一の機関である。
以上のことから、本業務を遂行するにあたって、適切且つ合理
的に 良の成果を得るためには、（社）九州地方計画協会が唯
一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7586 （社）九州地方計画協会
川の発見・再発見プロジェクト推
進モデル事業評価取りまとめ業
務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年8月19日 49,297,500

　本業務の遂行にあたっては、河川行政及び市町村行政並び
に流域住民団体等に関する実態や課題等の情報に精通してい
ることが必要である。また、業務の遂行においては、九州の川
や水などに係わる多くの市民活動グループや専門家とのネット
ワーク及び信頼関係が重要であるとともに、公正中立な立場が
必要である。
　社団法人九州地方計画協会は公共事業に関する情報収集
及び事業実施にあたっての推進方策等の調査・研究などを行う
法人として設立されたものであり、住民の行政ニーズを把握し
河川行政等に関する情報の集積や河川事業の推進方策の調
査研究を実施するとともに、九州の川や水に関係する連携会
議等の運営や九州内の川を活動のフィールドとする住民団体
等と川のワーショップを協力開催するなど、市民活動グループ
や専門家とのネットワークを有している法人である。
　以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、上記法人が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの
（１８年度から一般競
争入札等に移行）
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7587 （社）九州地方計画協会
本明川調査計画基礎資料整理
業務

星隈　順一
九州地方整備局　長崎河川国道
事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年4月1日 7,665,000

　本業務の遂行にあたっては、建設行政に関連する諸基準等
を熟知し、行政関係書類等の作成および整理の実績ならびに
機密の保持等が重要であるとともに、公平・中立な立場である
ことが必要不可欠である。
（社）九州地方計画協会は、九州地方における河川、道路、ダ
ム等の調査研究、計画立案及び公共事業に関する企画、調
査、計画を行い、社会資本の整備拡充と公共事業の円滑な推
進に協力し、もって地域の発展に寄与することを目的に設立さ
れたものでありであり、ダムの調査、研究、計画立案に関する
事業を実施している唯一の法人である。また、建設行政に関連
する諸基準等を熟知した経験豊富な技術者を多数有している
とともに、行政関係書類等の作成および整理の実績が豊富で
あることから本業務の履行にあたっての知識・経験・技術力を
十分有している唯一の機関であると判断できる。
以上のことから、本業務を円滑に実施するには（社）九州地方
計画協会が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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

7588 （社）九州地方計画協会
延岡管内電気通信積算補助業
務

大塚　法晴
九州地方整備局　延岡河川国道
事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８
８９

平成17年4月1日 18,795,000

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

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7589 （財）計量計画研究所
平成１７年度　都心魅力を考慮し
た交通マネジメント方策検討業
務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年7月29日 26,722,500

　本業務は、「多極分散型国土形成推進法」に先立って圏域構
造の考え方構築に関する研究会において、有識者に積極的に
関与し、交通計画及びこれに関連する調査研究における統計
情報等資料の収集活動を通じて、これまで中立的な立場で有
識者及び関係機関との良好な連携がなされる必要がある。当
法人は、関係有識者・関係機関に対する信頼性（連絡調整能
力）があり、豊富な情報を収集する能力を有する唯一の機関と
判断したため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（１8年度以降、企画
競争に移行すべく準
備を進める）

7590 （財）計量計画研究所
平成１７年度　市民協働型都市
づくりに関する検討業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年8月22日 29,295,000

　本業務は、土木学会土木計画学研究委員会・土木計画のた
めの態度・行動変容研究小委員会をはじめとして、学会におけ
る先進的検討にも積極的に関与するなど、本業務の遂行に必
要な代替性のない特定の知識、経験、能力が必要な業務であ
る。
　当法人は、福岡市内における市民協働型の都市づくり検討プ
ロセスに関する検討を実施するなど、本業務の履行にあたって
の知識・経験・技術力を有する唯一の機関と判断したため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの
（１8年度以降、企画
競争に移行すべく準
備を進める）
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7591 国土環境（株）
立野ダム哺乳類生息状況調査
業務

城戸　達則
九州地方整備局　立野ダム工事
事務所
熊本市下南部１丁目４－７３

平成17年4月12日 19,215,000

本業務を遂行するには高度な知識及び技術力を要することか
ら、受注業者においては、１．技術職員の経験及び能力、２．業
務実施方針及び手法（①業務内容の理解度、②業務実施方針
の妥当性等）実現性等の観点から、平成１６年度に２ヶ年にわ
たる継続調査業務としてプロポーザル（技術提案書）の提出を
求めたものである。
   建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及び
プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続き
に基づき調査審議の結果、国土環境株式会社九州支店が本
業務を委託するにあたり、 適業者であると判断されたことか
ら、平成１６年度より上記業者と随意契約を行い業務を遂行し
ている。
よって、今年度も引き続き上記業者と随意契約を行い、業務の
円滑な遂行を図るものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に企画競
争に移行すべく準備
を進める）

7592 国土環境（株）
菊池川下流地区自然再生検討
業務

是沢　毅
九州地方整備局　菊池川河川事
務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年11月30日 11,340,000

 本業務は、平成１５年度よりプロポーザル方式により検討を開
始した「菊池川下流地区自然再生検討業務」の検討途中にお
いて、自然再生の代表種となるヤマトシジミの生息域の変化が
見られたことから、生息環境の変化の追加調査を行い、追加調
査結果を踏まえ、昨年度作成した土砂移動モデルにより自然
再生方策の検討を行うものであり、本業務を実施するに当たっ
ては、平成１５年度及び１６年度の調査検討経緯・内容、昨年
作成した土砂移動モデルを十分熟知していると共に、ヤマトシ
ジミの生息環境及び土砂移動メカニズムについての高度な知
識・実績・技術力を十分有している必要がある。国土環境㈱
は、平成１５年度～平成１６年度のプロポーザル方式による「菊
池川下流地区自然再生検討業務」、さらには、有明海に流入す
る河川の土砂胴体に関する業務を履行しており、本業務の調
査検討経緯・内容を十分熟知していると共に、ヤマトシジミの生
息環境及び土砂移動メカニズムについての高度な知識・実績・
技術力を十分有しており、本業務を円滑且つ的確に遂行できる
唯一の契約相手と判断されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に企画競
争に移行すべく準備
を進める）

7593 国土環境（株） 赤谷川周辺猛禽類調査業務

井山　聡
九州地方整備局　筑後川河川事
務所
福岡県久留米市高野１丁目２番
１号

平成17年12月9日 37,275,000

　本業務は、建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理
要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の手続
きに基づき調査審議の結果、国土環境株式会社を特定し、委
託するにあたって 適業者と判断したため。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に企画競
争に移行すべく準備
を進める）

7594 国土環境（株）
平成１７年度遠賀川水系河川水
辺の国勢調査全体計画作成業
務

松木　洋忠
九州地方整備局　遠賀川河川事
務所
福岡県直方市溝堀１丁目１番１
号

平成18年1月6日 5,565,000

　本業務は、建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理
要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の手続
きに基づき調査審議の結果、国土環境（株）を特定し、委託す
るにあたって 適業者と判断した。
　このため、本業務は、国土環境（株）と随意契約を締結するも
のである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－
（１７年度限）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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7595 国土環境（株）
立野ダム環境データベース作成
業務

城戸　達則
九州地方整備局　立野ダム工事
事務所
熊本市下南部１丁目４－７３

平成17年12月26日 12,810,000

　本業務は、建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理
要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の手続
きに基づき調査審議の結果、国土環境（株）九州支店を特定
し、委託するにあたっての 適業者と判断した。
このため、本業務は、国土環境（株）九州支店と随意契約を締
結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－
（１７年度限）

7596 国土環境（株）
川辺川ダム事業関連猛禽類等
調査業務

朝堀　泰明
九州地方整備局　川辺川ダム砂
防事務所
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬
３３１７

平成17年11月17日 28,770,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理
要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の手続
きに基づき調査審議の結果、国土環境株式会社九州支店を特
定し、委託するにあたって 適業者と判断した。このため、本業
務は、国土環境株式会社九州支店と随意契約を締結するもの
である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に企画競
争に移行すべく準備
を進める）

7597 国土環境（株）
八代海流域別下水道整備総合
計画調査業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年11月17日 10,951,500

　本業務は、「八代海流域別下水道整備総合計画」の基本方
針に検討を行うものであり、現況の汚濁解析や将来の負荷量
算定等を行う。契約相手の特定に当たっては、ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式
により、 も適切に業務を遂行できると判断した当該業者を随
意契約の相手としたため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）

7598 国土環境（株）
立野ダム環境モニタリング（動
物）調査業務

城戸　達則
九州地方整備局　立野ダム工事
事務所
熊本市下南部１丁目４－７３

平成17年4月13日 11,550,000

本業務を遂行するには高度な知識及び技術力を要することか
ら、受注業者においては、１．技術職員の経験及び能力、２．業
務実施方針及び手法（①業務内容の理解度、②業務実施方針
の妥当性等）実現性等の観点から、プロポーザル（技術提案
書）の提出を求めたものである。
  建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及び
プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続き
に基づき調査審議の結果、国土環境株式会社九州支店が本
業務を委託するにあたり、 適業者であると判断されたため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に企画競
争に移行すべく準備
を進める）

7599 国土環境（株） 八代海域調査業務

東出　成記
九州地方整備局　八代河川国道
事務所
熊本県八代市萩原町１丁目７０
８ー２

平成17年9月16日 31,290,000

　本業務は、建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理
要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の手続
きに基づき平成１５年度に調査審議の結果、国土環境株式会
社が本業務を委託するにあたり 適業者であると判断された。
今回の業務は、これに継続して実施するものであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に企画競
争に移行すべく準備
を進める）

7600 国土環境（株） 大分川ダム周辺環境調査業務

田中　義高
九州地方整備局　大分川ダム工
事事務所
大分市舞鶴町１丁目３ー３０

平成17年4月25日 20,160,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理
要領及びプロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特
定手続きに基づき調査審議の結果、国土環境㈱を特定し、委
託するにあたって 適業者と判断したため。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に企画競
争に移行すべく準備
を進める）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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随意契約によることとした理由
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7601 （株）総合エンジニアリング
上野排水樋管応急対策測量設
計外１件業務

松木　洋忠
九州地方整備局　遠賀川河川事
務所
福岡県直方市溝堀１丁目１番１
号

平成18年2月14日 12,705,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理
要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の手続
きに基づき調査審議の結果、株式会社総合エンジニアリングを
特定し、委託するにあたって 適業者と判断したため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
－
（１７年度限）

7602 （社）北部九州河川利用協会
筑後川流域住民意見集約検討
業務

井山　聡
九州地方整備局　筑後川河川事
務所
福岡県久留米市高野１丁目２番
１号

平成17年7月27日 31,500,000

意見聴取計画を立案するにあたって、地域性を熟知しておく必
要があり、意見集約においては、河川行政及び筑後川の河川
特性に関しての知識が不可欠である。
(社)北部九州河川利用協会は、河川行政全般、筑後川・矢部
川の基礎情報及び地域性に精通する唯一の機関であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

7603 （社）北部九州河川利用協会
防災業務計画及び防災マップ検
討業務

井山　聡
九州地方整備局　筑後川河川事
務所
福岡県久留米市高野１丁目２番
１号

平成17年10月31日 28,350,000

防災マップ及び重要水防箇所の検討にあたって、筑後川・矢部
川の河川特性を熟知し、さらに防災業務計画に検討において、
水防体制及び事務所防災業務を熟知している必要がある。
(社)北部九州河川利用協会は、河川行政全般、筑後川・矢部
川の基礎情報及び河川特性に精通する唯一の機関であるた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

7604 （社）北部九州河川利用協会 筑後川・矢部川堤防等点検業務

井山　聡
九州地方整備局　筑後川河川事
務所
福岡県久留米市高野１丁目２番
１号

平成17年6月6日 15,960,000

　本業務の遂行にあたっては、河川管理全般に関する知識は
もちもん管理の経験実績が必要と同時にその業務内容から筑
後川・矢部川の形態・特性に精通していることが重要となる。ま
た第三者に対し中立的立場で業務を遂行することが必要であ
る。社団法人北部九州河川利用協会は、「河川愛護、河川の
高度利用及び河川環境の整備を図り、もって地域社会の健全
な発展に寄与する。」ことを目的として設立された社団法人で、
この目的達成のためこれまでに多数の河川管理業務を受託し
ており河川管理に関する知識経験が豊富であり、また筑後川・
矢部川の形態・特性に精通している。
　以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、社団法人北部九州河川利用協会が唯一の契約相手と判
断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行することとしたもの

公募手続き
を導入

7605 三菱電機（株）
菊池川河川情報処理設備改良
工事

是沢　毅
九州地方整備局　菊池川河川事
務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年12月12日 7,875,000

機械設備等の改良工事は、当該会社が設計・製作・据付調整
までの全てをおこなっており、設備を熟知している製作会社以
外では、本改造を実施出来ないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他のもの
一
(随意契約によらざる
を得ないもの)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7606 三菱電機（株）
鹿児島国道事務所遠方監視制
御装置増設工事

遠藤　和重
九州地方整備局　鹿児島国道事
務所
鹿児島市浜町２番５号

平成18年2月24日 26,880,000

機械設備等の改良工事は、当該会社が設計・製作・据付調整
までの全てをおこなっており、設備を熟知している製作会社以
外では、本改造を実施出来ないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他のもの
一
(随意契約によらざる
を得ないもの)

7607 三菱電機（株）
厳木ダム発電機用直流電源装
置改造工事

橋村　和敏
九州地方整備局　厳木ダム管理
所
佐賀県唐津市厳木町広瀬４４６
－４

平成17年10月26日 6,510,000

機械設備等の改良工事は、当該会社が設計・製作・据付調整
までの全てをおこなっており、設備を熟知している製作会社以
外では、本改造を実施出来ないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他のもの
一
(随意契約によらざる
を得ないもの)

7608 （独）土木研究所
廃棄物混じり土への対応に関す
る検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年7月22日 14,998,410

本業務を実施するに当たり、建設ﾘｻｲｸﾙに関する諸基準及び
土工に関する技術的な知識を有しているとともに全国の廃棄物
混じり土の実態及びその処理方法・対処方法を迅速に収集整
理することが可能であること。また、廃棄物混じり土の適切な対
応を行う上で公平・中立な立場であることが必要不可欠であ
り、独立行政法人土木研究所はこれらの要件を満たす唯一の
機関であるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないとし
たもの

7609 （独）土木研究所
工事騒音・振動・大気予測検討
調査業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年10月24日 33,000,000

環境影響評価法に基づく事業の環境アセスメントの実施を担保
するため、土研で作成した予測手法の精度向上に関する業務
であり、業務の実施に必要な現行予測手法に関する研究成果
等を土研が唯一有する。
また、土木施工において広く活用されるものであり、特定の者
の利益とならならい中立性・公正性が特に求められる業務であ
る（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの ー



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7610 （財）公園緑地管理財団
国営吉野ヶ里歴史公園維持管
理業務

太田　広
九州地方整備局　国営吉野ヶ里
歴史公園事務所
佐賀県神埼郡三田川町大字田
手１８６９

平成17年4月1日 371,099,400

○ 国営公園の維持管理業務は、本来、公園管理者である国
自らが行うべきものであるが、国の維持管理に係る組織・定員
増の抑制を受ける中、国営公園の維持管理を一括して実施可
能な専門的機関として（財）公園緑地管理財団が組織され、国
営公園管理に関する技術的蓄積、公園管理に必要となる行政
的な判断力と専門的知識を備え、多岐にわたる密接不可分な
管理内容を総合的な調整の下で実施し得る同財団にその業務
を委託している。
○ （財）公園緑地管理財団は、より多くの公園利用者が安全で
快適に公園を利用できるよう、利用者の動向に即応しつつ、上
述した多岐にわたる管理内容を総合的に実施するとともに、公
園管理者である国に代わり、入園料の徴収等を行い、また、利
用者サービスや都市公園法等関係法令に関する専門的な知
見に基づいて利用者指導を図るなど、真に公益を目的とした視
点に立った国の公権力の行使に準ずる行政的な判断の下、土
日を含めた通年で業務を遂行している。
○（財）公園緑地管理財団がこれまで受託してきた１４公園の
内、ロ号公園については閣議決定の趣旨から行幸啓等への対
応や、文化的資産の保存への対応が必要なことから、国に代
わって適切に業務を実施し得る当該法人へ随意契約することと
する。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
一
(引き続き見直しを検
討する。)

7611 （財）公園緑地管理財団
海の中道海浜公園維持管理業
務

五十嵐　康之
九州地方整備局　国営海の中道
海浜公園事務所
福岡市東区大字西戸崎１８－２
５

平成17年4月1日 862,399,650

本業務の実施にあっては、①多岐にわたる公園管理業務を総
合的に実施できる経験と能力、②公園管理者である国に変
わって業務を行うことから「公権力の行使に結びつく入園料の
徴収、利用者指導、警備を適切に行い得る組織としての都市
公園法等関係法令についての専門的な知識と経験並びに信頼
性、中立性、公平性及び安定性」、「国の歳入となる入園料の
一時的管理を担うところの組織の信頼性、安定性」、「行歳事等
の企画・実施にあたって公共の資産としての活用を行い得る中
立性、公平性などの資質をそなえていること」が必要である。当
財団は、国営公園の維持管理業務の受託、公園緑地の管理
運営に関する総合的な調査研究などの事業を行っているととも
に、平成15年度までに全国で13箇所の国営公園において維持
管理業務を実施してきた経験を有している。また、国営公園管
理に関する技術的蓄積、公園管理に必要となる行政的な判断
力と専門的知識を備えているため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行したもの

公募手続き
を導入

7612 （独）土木研究所
福岡２０８号矢部川橋ストッパー
構造長期載荷試験業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年4月1日 5,459,000

　当該法人は、長大橋の耐震安全性に関する高度な研究を実
施している。本業務は、昨年度実施した矢部川橋の耐震対策と
して設置する「ストッパー」の静的・動的試験に引き続き、その
長期載荷試験を行うものであり、昨年度試験を踏まえた本橋の
ストッパー特性及び本橋梁設計を熟知している当該法人の耐
震研究グループ以外実施できない。よって、本業務の履行にあ
たっての知識・経験・技術力を有する唯一の機関と判断できる
ため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないとし
たもの

7613 （独）土木研究所
福岡２０８号大牟田川連続高架
橋全橋模型風洞試験業務

小口　浩
九州地方整備局　福岡国道事務
所
福岡市東区名島３－２４－１０

平成17年9月20日 29,925,000

　当該法人は、長大橋の耐風設計法の高度な研究を大型風洞
実験施設等を用い実施している。中立的立場で高度な研究実
績を持ち、かつ本業務における大型の全橋模型実験ができる
機関は他に無い。また当該法人は、昨年度本橋梁の暫定形全
橋模型試験を実施しており、本業務は引き続き完成時の耐風
安定性の試験を行うものであることからも、本業務の履行にあ
たっての知識・経験・技術力を有する唯一の機関と判断できる
ため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないとし
たもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7614 （財）道路保全技術センター
平成１７年度街路樹管理に関す
る検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成18年3月6日 3,622,500

街路樹の実態調査、専門家アンケートを実施し、街路樹の適切
な改善処置を行えるよう、九州版街路樹リスクマネジメントの手
引きを策定するものであるが、街路樹の危険度、影響度の評
価、及び道路保全の観点から総合的な対策を検討する上で、
維持管理、保全の技術に関する高度な専門技術と豊富な知
識、経験を有し、道路管理者の視点に立った中立的な見識が
必要であり、当法人が唯一の契約相手と判断するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7615 （財）道路保全技術センター
緊急輸送道路の橋梁耐震補強
３箇年プログラム資料作成業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成18年3月6日 3,675,000

緊急輸送道路の３箇年プログラムの対象となっている九州管
内の橋梁のうち、直轄及び県、政令市が剪定する優先確保
ルート上の橋梁について平成１７～１９年度までの対策状況
（予定）をデジタルマップとして作成するものである。橋梁の耐
震補強の現状を把握するため、国、県、政令市が管理する橋
梁のうち３箇年プログラムの対象となっている全ての橋梁につ
いて、個々の情報データを取り扱うため、機密性を確保する必
要がある。道路防災総点検の点検要領策定に携わるなど防災
及び震災対策の専門的な知識を有しており、さらに道路防災ＧＩ
Ｓを保有していることから今回作成する橋梁耐震補強マップ作
成に必要となる基礎データをすでに整理していることから、唯
一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7616 （財）道路保全技術センター
平成１７年度災害時救援ルート
検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成18年3月1日 3,465,000

平成１５年度に制定された「道路行政の業績計画書（アウトカム
評価）」の評価指標のうち、「災害時に広域的な救援ルートが確
保されている都市の割合（災害時救援ルート確保率）」の指標
について、九州の平成１７年度末時点の達成状況を算出するも
のであり、確保率の算出にあたり救援ルート上における道路災
害の対策工進捗状況調査を行うものである。道路行政の事業
効果を評価し、国民に向けて公表することから、中立性、公平
性が求められる。又、個々の事業評価時において防災及び震
災に関する専門的な知識と経験を有しているとともに、今回算
出する評価指標の内容について熟知していることが必要であ
る。さらに、現時点における防災及び震災対策状況の個々の
情報データの取り扱いにあたり、機密性を確保することが必要
であることから、唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7617 （社）福岡県バス協会
高速バスの走行履歴情報収集と
高速バスの位置情報提供システ
ム

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年12月14日 329,999,250

九州内の高速路バスの走行履歴の情報収集や位置情報の提
供を行うためには、バス事業に関する知識、経験を有し、バス
事業者間の連絡調整及び情報収集能力が有り、各事業者に対
し公平かつ中立的な立場で業務を行う必要があるため。
（会計法第２９条の３第４項）

問題があるもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7618 （財）道路保全技術センター
平成１７年度道の駅身障者駐車
対策に関する社会実験調査業
務委託

岩屋　信一郎
九州地方整備局　佐賀国道事務
所
佐賀市新中町５ー１０

平成17年10月3日 5,050,500

当法人は、道の駅登録制度発足時より、道の駅相互の連携を
目的とした道の駅連絡会の事務局として携わっており、道の駅
に関する多くの業務実績がある。また道の駅との緊密な連絡網
を持っており、豊富な資料の蓄積もあるため。
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があ

るもの
一般競争等に移行す
ることとしたもの

公募手続き
を導入

7619 国土環境（株）
川辺川ダム周辺猛禽類等調査
業務

朝堀　泰明
九州地方整備局　川辺川ダム砂
防事務所
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬
３３１７

平成18年3月27日 22,785,000

　本業務を遂行するには高度な知識及び技術力を要すること
から、受注業者においては、技術職員の経験及び能力などの
観点からプロポーザル（技術提案書）の提出を求めたものであ
る。
　建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及び
プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続き
に基づき調査審議の結果、国土環境株式会社九州支店が今
回の業務内容を委託するにあたり 適業者であると判断したた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に企画競
争に移行すべく準備
を進める）

7620
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

川辺川流域土砂処理方針検討
業務

朝堀　泰明
九州地方整備局　川辺川ダム砂
防事務所
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬
３３１７

平成18年3月27日 20,790,000

本業務は、川辺川流域における新砂防基本計画についての検
討を行うため、計画対象現象に対して当面計画されている土石
流対策施設による効果を検討し、川辺川流域における新砂防
基本計画を検討するための基礎資料とするものである。
本業務の実施にあたっては、土砂移動形態の評価と対策工法
などの技術的課題や地域社会への影響評価など、幅広い観点
からの総合的な検討が必要である。
当該機関は、「砂防基本計画策定マニュアル(案)」の策定およ
び砂防基本計画立案に関わる全ての業務に携わっており、時
間的な土砂移動現象を評価でき、かつ砂防施設の効果の評価
が可能な一次元河床変動シミュレーションプログラムを有して
いる等、高度な知識、技術を有している。また、当該機関は業
務上必要な土砂災害に関するデータベースを保有している。さ
らに、新砂防基本計画の検討を行うためには、環境・土地利用
の面からの地域社会への影響評価など、幅広い観点からの総
合的な検討が必要である。当該機関は、行政補助として砂防
行政を熟知し、中立・公平な立場を有し、本業務を的確かつ円
滑に遂行することのできる機関である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行
う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7621
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

台風１４号による土砂災害警戒
避難に関する検討業務

久保　和幸
九州地方整備局　宮崎河川国道
事務所
宮崎市大工２丁目３９番地

平成18年3月22日 28,875,000

本業務は、平成１７年９月の台風１４号により人的被害が生じた
ことに鑑み、土砂災害に関する情報の伝達、避難勧告等の発
令のタイミング、住民避難の実態について調査し、課題を整理
することで、情報が確実、迅速に伝達されることにより、市町村
における防災体制の一層の充実に役立てるものを検討するも
のである。また、台風14号時にも降雨は様々な機関から情報発
信されており、これらの降雨は土砂災害の警戒避難に関わる
基準として用いられるている。そのため、降雨特性について検
討するものである。
本業務の履行にあたっては砂防全般に関する高度かつ専門的
な知識や砂防法などの関係法令はもとより、土砂災害箇所で
の警戒避難に関する調査、検討に関する高度な技術と幅広い
知識が必要である。また住民避難の実態と課題の検討にあ
たっては行政的に中立的な立場が要求される。
当該機関は、平成９年針原川土石流災害、平成１１年広島豪
雨災害、平成１５年九州豪雨災害(水俣市、太宰府市)などの全
国の土砂災害に関わる情報伝達、避難勧告等発令、住民避難
に関して調査・研究を実施するとともに、独自に災害データベー
スを構築し、業務上必要となる全国の災害報告のデータベース
を有している。また、宮崎県及び鹿児島県、熊本県などの今回
対象とする地域周辺の土砂災害警戒避難基準雨量及び気象
庁と連携した土砂災害警戒情報の発表基準の策定に携わるな
ど、豊富なデータベースを有するとともに、土砂災害警戒情報、
土砂災害警戒避難基準雨量等の警戒避難に関わる高度な技
術力と幅広い知識を有していることに加え、公平性、中立的な
立場を有して本業務を遂行できる。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行
う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行

公募手続き
を導入

7622 （社）九州地方計画協会
九州社会資本データ集作成業
務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年5月24日 892,500

公共団体が所有する多くの建設経済に関する情報を収集し、
指標の検討を行うため、高い公共性及び公平性を有している
必要がある。当協会はこれらの要件を満たす唯一の機関であ
るため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

7623 （社）九州地方計画協会
平成１７年度　九州国土交通研
究会運営業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年7月5日 945,000

本業務は、九州国土交通研究会の開催準備・調整、当日の運
営等を行うもので、地方公共団体や公団等も含めた多岐にわ
たる連絡調整及び専門的な運営能力が必要である。当協会は
同様の業務の実績・経験を持ち、本業務を遂行できる唯一の
相手であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

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



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
緊急点検の結果 講ずる措置 備考

7624 （社）高層住宅管理業協会

マンション管理業務主任者登録
申請に係る登録通知作成及び
同主任者証作成業務（単価契
約）

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年4月1日 779,621

本業務は管理業務主任者登録簿へ登録された者に対して発行
する通知書の作成及び管理業務主任者証の作成を行うもので
ある。同業務を円滑に実施するためにはデータを集中的に管
理し人為的なミスを排し迅速かつ大量に行う必要がある。又個
人情報を取り扱うため機密保持の十分な配慮を要するもので
あるから中立公正な組織である必要がある。当該法人は管理
業務主任者試験を実施できる唯一の機関であり、試験合格者
のデータを保有、管理しており本業務を遂行できる唯一の団体
と判断し随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）

7625 （財）日本気象協会 平成１７年度緊急気象情報提供

井山　聡
九州地方整備局　筑後川河川事
務所
福岡県久留米市高野１丁目２番
１号

平成17年4月1日 406,350

防災業務を迅速かつ的確に遂行するための気象情報提供業
務であり、気象台から発表される気象情報を２４時間体制で正
確かつ迅速に提供する必要がある。当協会はこれらの要件を
満たす唯一の機関であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）

7626 （財）日本気象協会 気象情報提供業務

桑野　修司
九州地方整備局　嘉瀬川ダム工
事事務所
佐賀市高木瀬東２丁目１６番３５
号

平成17年4月1日 811,650

防災業務を迅速かつ的確に遂行するための気象情報提供業
務であり、気象台から発表される気象情報を正確かつ迅速に
提供する必要がある。当協会はこれらの要件を満たす唯一の
機関であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）

7627 （財）日本気象協会 緊急気象情報提供

朝堀　泰明
九州地方整備局　川辺川ダム砂
防事務所
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬
３３１７

平成17年5月31日 110,250

防災業務を迅速かつ的確に遂行するための気象情報提供業
務であり、質の高い気象情報サービスを正確かつ迅速に提供
する必要がある。当協会は長年の実績がありこれらの要件を
満たす唯一の機関であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）

7628 （財）日本気象協会 気象情報緊急通知メール配信

大塚　法晴
九州地方整備局　延岡河川国道
事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８
８９

平成17年6月8日 113,400

防災業務を迅速かつ的確に遂行するための気象情報提供業
務であり、観測点の観測結果をいち早く収集し提供する必要が
ある。当協会は十分の実績がありこれらの要件を満たす唯一
の機関であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）

7629 （財）日本気象協会
道路災害システム用気象情報提
供業務

遠藤　和重
九州地方整備局　鹿児島国道事
務所
鹿児島市浜町２番５号

平成17年4月1日 882,000

異常気象時の通行規制区間の短時間降雨防災業務を迅速か
つ的確に遂行するための気象情報提供業務であり、気象情報
を正確かつ迅速に提供する必要がある。当協会はこれらの要
件を満たす唯一の機関であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）

7630 （財）日本気象協会 気象情報収集

前田　力
九州地方整備局　緑川ダム管理
所
熊本県下益城郡美里町畝野３４
５６

平成17年4月1日 995,400

迅速かつ的確な気象情報を収集する必要があり、当協会はこ
れらの要件を満たす唯一の機関であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）
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7631 （財）日本気象協会 ポケットベル気象情報収集業務

山本　隆利
九州地方整備局　鶴田ダム管理
所
鹿児島県薩摩郡さつま町神子３
９８８－２

平成17年4月1日 126,000

気象情報等の情報を受け、ダムの防災体制に万全を期すため
の気象情報収集業務であり、正確な気象情報を迅速に提供す
る必要がある。当協会はこれらの要件を満たす唯一の機関で
あるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）

7632 （財）日本気象協会 雷情報提供業務

山本　隆利
九州地方整備局　鶴田ダム管理
所
鹿児島県薩摩郡さつま町神子３
９８８－２

平成17年4月1日 378,000

雷情報の情報収集を行いダムの防災体制に万全を期すため
の気象情報提供業務であり、高度でかつ信用性のある雷情報
を提供する必要がある。当協会はこれらの要件を満たす唯一
の機関であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）

7633 （財）日本気象協会 気象情報収集業務

山本　隆利
九州地方整備局　鶴田ダム管理
所
鹿児島県薩摩郡さつま町神子３
９８８－２

平成17年4月1日 997,500

降雨予測及びその他気気象情報収集を行いダムの防災体制
に万全を期すための気象情報提供業務であり、高度でかつ信
用性のある雷情報を提供する必要がある。当協会はこれらの
要件を満たす唯一の機関であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）

7634 （財）日本気象協会 携帯端末用気象情報提供業務

山本　隆利
九州地方整備局　鶴田ダム管理
所
鹿児島県薩摩郡さつま町神子３
９８８－２

平成17年4月1日 630,000

携帯端末により情報収集を行いダムの防災体制に万全を期す
ための気象情報提供業務であり、高度でかつ信用性のある雷
情報を提供する必要がある。当協会はこれらの要件を満たす
唯一の機関であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）

7635 （財）日本気象協会 平成１７年度気象情報提供業務

太田　広
九州地方整備局　国営吉野ヶ里
歴史公園事務所
佐賀県神埼郡三田川町大字田
手１８６９

平成17年12月20日 12,600

防災業務を迅速かつ的確に遂行するための気象情報提供業
務であり、詳細かつ的確な情報を保有し随時迅速に対応する
必要がある。当協会はこれらの要件を満たす唯一の機関であ
るため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要するもの（１
８年度以降に一般競
争に移行すべく準備
を進める）

7636 （社）九州建設弘済会
図書「平成１７年版　九州地方整
備局職員録」購入

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年12月6日 1,645,600

九州建設弘済会が作成し、販売している職員録を必要部数購
入しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
としたもの

7637 （財）経済調査会
図書「平成１７年度版　設計業務
等標準積算基準書・同参考資
料」購入

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年5月23日 2,258,025

「積算資料及び材料単価データベース」を発行・作成している唯
一の機関である（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
一
(随意契約によらざる
を得ないもの)

7638
（財）日本建設情報総合セン
ター

物品「平成１７年度版建設リサイ
クルデータ統合システム（ＣＤ－
ＲＯＭ版）」購入

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年10月3日 2,516,850

本システムは、平成１７年度建設副産物実態調査に必要なも
のであり、唯一の販売業者が、（財）日本建設情報総合セン
ターであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの
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7639 （財）河川環境管理財団
パンフレット「私たちと水」外１点
購入

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年8月22日 5,279,400

当該書籍の購入は、当該法人が本書の唯一の発行、販売元で
あるため、その者から直接調達・購入せざるを得ない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
一
(随意契約によらざる
を得ないもの)

7640 （社）日本河川協会
パンフレット「河川事業概要２００
５」外１点購入

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成17年12月16日 1,650,000

本図書は、それぞれ地域住民の方々へ、河川事業の重要性等
や災害についての考えを深めて頂くために必要なものであり、
（社）日本河川協会のみが制作販売を行っているため。
（会計法第２９条の３第４項） その他のもの

－
（１７年度限）

7641
（財）日本建設情報総合セン
ター

図書「土木工事標準積算基準書
（共通編）」外４件購入

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２－１０
－７

平成18年3月9日 11,026,000

本図書は、土木関係工事等の施工に関する設計書作成にあ
たって、設計担当者に分かりやすい指針を示している有用な図
書であり、図書購入にあたり、同様な冊子を取り扱う唯一の業
者が、（財）日本建設情報総合センターであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があ
るもの

一般競争等に移行す
ることとしたもの


