
（別　紙　１）　　

7642 (財)沿岸技術研究センター
長周期波及び波浪情報運用
業務

仙台港湾空港技術調査事務
所長　坂本　明　宮城県仙台
市宮城野区榴ヶ岡５－１－４４

平成17年4月1日 4,452,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している気象海象情報提供
業務については、港湾工事の工程管理及び安全確保並びに防災
対策を目的として、気象海象に関する各種情報を得るとともに、そ
れらの情報を一般市民向けに提供するための防災情報表示盤の
保守点検等を行うものである。本業務の実施に当たっては、提供
情報の公共性、信頼性及び即時性が求められ、かつ、気象庁の
波浪予測及び各種気象情報と（独）港湾空港技術研究所で管理し
ている波浪実況情報等も併せて使用するため、これらの情報を提
供出来る体制を有している事が必要不可欠である。また、保守点
検の対象である防災情報表示盤の構成機器及びシステム構築の
内容等を詳細に把握していることに加え、表示する情報の取得先
である沿岸気象海象情報配信システムとの送受信、制御等に関
するシステムについても把握していることが求められ、かつ中立
的・公平的な立場から業務を行う必要がある。これらの条件を満
たす者は当該法人をおいて他にはなく、システムの著作権を有し
ており、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当
するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

7643 (財)沿岸技術研究センター
久慈港外気象海象情報提供
業務

釜石港湾事務所長　三井道雅
岩手県釜石市港町２－７－２７

平成17年4月1日 6,751,500

沿岸技術研究センターとの間で締結している気象海象情報提供
業務については、港湾工事の工程管理及び安全確保並びに防災
対策を目的として、気象海象に関する各種情報を得るとともに、そ
れらの情報を一般市民向けに提供するための防災情報表示盤の
保守点検等を行うものである。本業務の実施に当たっては、提供
情報の公共性、信頼性及び即時性が求められ、かつ、気象庁の
波浪予測及び各種気象情報と（独）港湾空港技術研究所で管理し
ている波浪実況情報等も併せて使用するため、これらの情報を提
供出来る体制を有している事が必要不可欠である。また、保守点
検の対象である防災情報表示盤の構成機器及びシステム構築の
内容等を詳細に把握していることに加え、表示する情報の取得先
である沿岸気象海象情報配信システムとの送受信、制御等に関
するシステムについても把握していることが求められ、かつ中立
的・公平的な立場から業務を行う必要がある。これらの条件を満
たす者は当該法人をおいて他にはなく、システムの著作権を有し
ており、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当
するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

平成１７年度　所管公益法人等との間で締結された随意契約の緊急点検結果等について（地方整備局）

緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）
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7644 (財)沿岸技術研究センター
沿岸気象海象情報予測解析
調査

東北地方整備局副局長　成瀬
進　宮城県仙台市青葉区花京
院１－１－２０

平成17年4月1日 16,800,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している沿岸気象海象情報
予測解析業務については、港湾・空港及び海岸における施設の
調査・計画・設計・管理・保全及び利用並びに工事等の実施の際
に必要不可欠な気象海象情報及び台風等非常時の港湾・海岸に
おける管理情報を充実させ、災害防止対策の確立を図るため、精
度の高い波浪予測データを取得するものである。そのため、本業
務の目的を確実に実施するためには、過去からの大量な波浪観
測データの蓄積とリアルタイムの波浪観測データの取得が必要不
可欠である。沿岸気象海象情報配信システム（COMEINS）は、国
土交通省港湾局の全国港湾海洋波浪情報網（ＮＯＷＰＨＡＳ）の波
浪観測データと、気象庁の予報及び観測情報をもとに独自の解析
を行い、波浪観測情報をリアルタイムで配信するシステムである。
このシステムは、昭和５６年の運輸技術審議会１１号答申「１９８０
年代における海洋調査の推進」において、「沿岸波浪観測網等か
ら得られる膨大な量の沿岸波浪データの蓄積を行い、工学的、統
計的利用のための解析及び提供を行う沿岸波浪センター（仮称）
を整備する。」とされたのを受けて、当該法人内に設立された波浪
情報部が開発したものであり、日本沿岸域の予測値を検証、補正
して精度の高い波浪予測、波浪実況を提供するとともに、台風接
近時の港湾の高浪予測や潮位予測をリアルタイムで行うシステム
を構築しているのは、COMEINSのみである。また、過去においても
その予測精度が高く評価できるものであることから、本業務を達成
する唯一のシステムであり、著作権を有しており、競争を許さない
ことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（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
（１９年度以降一般競
争入札に移行）

7645
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

工事帳票管理システム運用支
援業務

東北地方整備局副局長　成瀬
進　宮城県仙台市青葉区花京
院１－１－２０

平成17年4月1日 14,385,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、工事
帳票管理システム運用支援業務については、管内において港湾Ｃ
ＡＬＳを運用するために必要となる、「工事帳票管理システム」の導
入・設定及び運用支援等（操作支援、説明会等）を実施するもので
ある。本業務を的確に遂行するためには、「工事帳票管理システ
ム」を熟知していることが必須要件であるとともに、工事帳票管理
システムを利用する多数の工事請負者（第三者）に対し中立性・
公平性を持って迅速に対処する必要がある。当該法人は、発注及
び施工に係るシステムに関する調査研究及びその開発と普及、並
びに、発注及び施工に係る技術に関する研修会・講習会等の開
催、刊行物の発行等を事業としており、特に本業務の施工に当
たって必要となる、施工に係るシステムに関する開発、及び、施工
に係る技術に関する研修会の開催に関し、高度な技術力と情報
量を有している。さらには、「工事帳票管理システム」を構築すると
ともに当該システムの著作権を有し、各整備局での「工事帳票管
理システム」の導入・設定及び運用支援に携わっており、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

7646
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

小名浜港外現場技術業務
小名浜港湾事務所長　滝澤
裕　いわき市小名浜栄町６５

平成17年4月1日 26,250,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入
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7647
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

石巻港現場技術業務
塩釜港湾・空港整備事務所長
三上圭一　宮城県多賀城市明
月１－４－６

平成17年4月1日 26,680,500

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7648
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

八戸港現場技術業務
八戸港湾・空港整備事務所長
土屋安吉　青森県八戸市沼館
４－３－１９

平成17年4月1日 28,350,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7649
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

秋田港湾事務所現場技術業
務

秋田港湾事務所長　笹山　博
秋田県秋田市土崎港西１－１
－４９

平成17年4月1日 38,220,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7650
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

仙台空港現場技術業務
東北地方整備局副局長　成瀬
進　宮城県仙台市青葉区花京
院１－１－２０

平成17年4月1日 60,375,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7651 (社)日本潜水協会
小名浜港外水中部施工状況
調査

小名浜港湾事務所長　滝澤
裕　いわき市小名浜栄町６５

平成17年4月1日 7,875,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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7652
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

酒田港現場技術業務
酒田港湾事務所長　梅沢信敏
山形県酒田市光ヶ丘５－２０－
１７

平成17年4月7日 12,705,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7653
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

仙台空港工事発注基礎資料
作成

塩釜港湾・空港整備事務所長
三上圭一　宮城県多賀城市明
月１－４－６

平成17年4月8日 735,000 少額随契（会計法第２９条の３第５項、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
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7654
(社)港湾荷役機械システム
協会

港湾工事用機械技術調査
仙台港湾空港技術調査事務
所長　坂本　明　宮城県仙台
市宮城野区榴ヶ岡５－１－４４

平成17年4月11日 16,275,000

(社)港湾荷役機械システム協会との間で締結している港湾工事用
機械技術調査は、当局に所属する機械設備の維持管理に関す
る、検討を行い、修理に伴う数量及び材料単価の算出を行うもの
である。
本業務を実施するためには、関係法規・港湾荷役機械の性能向
上・港湾荷役に関連する施設の開発・維持管理・施工技術等の熟
知に加え、港湾荷役等の機械設備に精通していること、ならびに
高度な専門知識及び広範な情報収集能力を必要とする。また、公
平・中立的な立場での業務遂行が求められる。
（社）港湾荷役機械システム協会は、荷役能率の向上、荷役作業
環境の向上、安全荷役の確保、港湾工事能力の増大等に関する
港湾荷役機械及び港湾工事用機械の性能向上等に関する調査
研究等多岐にわたる業務を行っており、港湾工事用機械全般に
関する高度な技術力及び知識を備えた法人である。これらの条件
を満たす機関は当該法人をおいて他にはなく、また、その設立目
的も本業務の目的と一致おり、競争を許さないことから会計法第２
９条の３第４項に該当するため。（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
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）

7655 (社)日本作業船協会 港湾工事用船舶技術調査
仙台港湾空港技術調査事務
所長　坂本　明　宮城県仙台
市宮城野区榴ヶ岡５－１－４４

平成17年4月11日 8,977,500

(社)日本作業船協会との間で締結している港湾工事補助施設船
舶技術調査は、港湾工事等で使用する当局所有の作業船を良好
な状態で使用するための定期的な修理工事に関する技術調査を
行うものである。本調査の成果は、今後の維持更新計画に直結す
ることから、特定の者に有利とならないよう公平性、中立性をもっ
て業務を行うことが不可欠である。当該法人は、作業船及び作業
船に関する機械設備の技術向上及び開発を図ることを目的とした
公益法人で、これまでに作業船設計基準の作成や各種作業船の
構造設計、老朽化調査等の業務を実施した実績を有し、作業船に
ついて十分な知識を保持しており、本業務を的確かつ効率的に実
施でき、公平性・客観性についても確保されている唯一の機関で
あり、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7656
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

釜石港外現場技術業務
釜石港湾事務所長　三井道雅
岩手県釜石市港町２－７－２７

平成17年4月12日 52,185,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7657
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

青森港現場技術業務
青森港湾事務所長　小林秀人
青森県青森市本町３－６－３４

平成17年4月13日 12,915,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7658 (財)沿岸技術研究センター 秋田港静穏度検討調査
秋田港湾事務所長　笹山　博
秋田県秋田市土崎港西１－１
－４９

平成17年4月22日 14,175,000

本業務は、秋田港における静穏度解析と異常波浪の対策手法に
ついて事業化に向けた具体的検討を行い、今後の中長期計画等
の基礎資料とするものである。
本業務を実施するためには、港湾構造物の基本計画等の熟知に
加え、豊富な港湾技術の経験を有し海象データの収集・解析等に
精通していること、並びに波浪解析、動揺解析等の高度な技術力
および専門知識を必要とする。また、今後の港湾整備事業の基礎
となるものであるため、中立な立場での業務遂行が求められる。
（財）沿岸技術研究センターは、港湾構造物等の基本計画・施工
の技術的課題の検討、港湾技術・造船技術等のプログラム開発、
海象データの収集・解析、技術マニュアル等の作成、港湾構造物
の設計、空港構造物等の基本計画に係る調査等多岐にわたる業
務を行っており、港湾空港全般に関する高度な技術力及び知識を
備えた法人である。これらの条件を満たす機関は当該法人をおい
て他にはなく、また、その設立目的も本業務の目的と一致してい
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7659 (社)日本港湾協会 秋田港整備方針基礎調査
秋田港湾事務所長　笹山　博
秋田県秋田市土崎港西１－１
－４９

平成17年4月22日 14,700,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾長期構想に関する検
討業務については、港湾整備の推進を図るにあたり、利便性の高
い、また魅力ある港湾整備を実施するための整備方針及び将来
像を検討するものである。本業務の実施にあたっては、学識経験
者及び港湾利用者、また市民との積極的な情報交換を実施し、長
期的な戦略を含めた計画の検討が必要であり、港湾の計画や施
設整備、施設管理に関する知識はもとより、親水機能向上や環境
保全に関する幅広い知見を有することが必要である。当該法人
は、港湾に関する資料の収集、港湾政策の総合的な調査・研究を
行い、その成果の普及を通じて港湾施設整備と管理の改善を促
進し、もって産業の振興と貿易の伸展等に寄与するための多岐に
わたる業務を実施しており、また、港湾及び港湾施設を管理してい
る地方公共団体、民間企業、港湾所在市町村が会員となっている
唯一の港湾関係公益法人で、計画策定業務にも精通している。
これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他にはなく、競争
を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7660
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

青森県内港湾長期構想調査
八戸港湾・空港整備事務所長
土屋安吉　青森県八戸市沼館
４－３－１９

平成17年4月28日 10,500,000

本調査は、東京湾口部における航行船舶が輻輳している状況下
で、大型タンカー等の事故災害を未然に防止する方策として原油
（石油）・天然ガス等の輸送中継基地の検討を行うものである。実
施にあたっては、東京湾口航路整備事業に関する豊富な知見が
必要であるとともに、その成果は東京湾口航路整備計画の基礎資
料とすることから、特定の者に有利とならないよう公平性・中立性
が保持され、経験豊かな有識者を多数有していることが必要であ
る。
当該法人は、港湾空間の高度化及び港湾施設の計画・設計手法
に係る港湾技術に関し、総合的・科学的な調査研究を行うことを目
的に設立された公益法人であり、経験豊かな有識者を多数有し、
特定の利害関係や利権に偏らない公平・中立的立場で調査を遂
行出来る唯一の機関であることから、会計法第２９条の３の第４項
の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。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7661
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

負圧利用型海水交換装置評
価検討調査

仙台港湾空港技術調査事務
所長　坂本　明　宮城県仙台
市宮城野区榴ヶ岡５－１－４４

平成17年4月28日 17,325,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7662 (社)日本潜水協会 石巻港水中部施工状況調査
塩釜港湾・空港整備事務所長
三上圭一　宮城県多賀城市明
月１－４－６

平成17年4月28日 3,675,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7663
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

石巻港施工検討調査
塩釜港湾・空港整備事務所長
三上圭一　宮城県多賀城市明
月１－４－６

平成17年5月9日 4,032,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7664
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

小名浜港本港地区防波堤
（沖）実施設計

小名浜港湾事務所長　滝澤
裕　いわき市小名浜栄町６５

平成17年5月10日 1,722,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、発注
者支援業務は、当該工事に関する発注関係各種技術資料の作成
を行うものである。本業務の目的を達成するためには、港湾・空港
工事の施工事例や技術資料及び海上施工技術などの知識が求
められる。また、本業務の成果は、発注図書の一部に使用するこ
とから、特定の利害関係者の影響を受けない中立的・公平的な立
場が必要とされる。当該法人は港湾・海岸・空港建設事業の施工
に関わる技術及びシステムに関する調査研究の推進を目的に設
立された公益法人であり、建設事業の施工事例や技術資料を豊
富に蓄積していることに加え、当該事業の実施に係る豊富な経験
を持つ有識者を多数有している。以上により、当該法人が中立的・
公平的な立場で業務が遂行出来る唯一の機関であり、競争を許さ
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

7665 (社)日本潜水協会
秋田港・能代港水中部施工状
況調査

秋田港湾事務所長　笹山　博
秋田県秋田市土崎港西１－１
－４９

平成17年5月13日 5,166,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

7666 (社)日本潜水協会
釜石港外水中部施工状況調
査

釜石港湾事務所長　三井道雅
岩手県釜石市港町２－７－２７

平成17年5月13日 9,450,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7667
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

仙台空港工事発注基礎資料
作成（その２）

塩釜港湾・空港整備事務所長
三上圭一　宮城県多賀城市明
月１－４－６

平成17年5月16日 903,000 少額随契（会計法第２９条の３第５項、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
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7668 (社)日本港湾協会 酒田港長期計画検討調査
酒田港湾事務所長　梅沢信敏
山形県酒田市光ヶ丘５－２０－
１７

平成17年5月19日 22,365,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾長期構想に関する検
討業務については、港湾整備の推進を図るにあたり、利便性の高
い、また魅力ある港湾整備を実施するための整備方針及び将来
像を検討するものである。本業務の実施にあたっては、学識経験
者及び港湾利用者、また市民との積極的な情報交換を実施し、長
期的な戦略を含めた計画の検討が必要であり、港湾の計画や施
設整備、施設管理に関する知識はもとより、親水機能向上や環境
保全に関する幅広い知見を有することが必要である。当該法人
は、港湾に関する資料の収集、港湾政策の総合的な調査・研究を
行い、その成果の普及を通じて港湾施設整備と管理の改善を促
進し、もって産業の振興と貿易の伸展等に寄与するための多岐に
わたる業務を実施しており、また、港湾及び港湾施設を管理してい
る地方公共団体、民間企業、港湾所在市町村が会員となっている
唯一の港湾関係公益法人で、計画策定業務にも精通している。
これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他にはなく、競争
を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7669 (社)日本潜水協会 酒田港水中部施工状況調査
酒田港湾事務所長　梅沢信敏
山形県酒田市光ヶ丘５－２０－
１７

平成17年5月19日 2,740,500

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

7670
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

仙台空港工事発注基礎資料
作成（その３）

塩釜港湾・空港整備事務所長
三上圭一　宮城県多賀城市明
月１－４－６

平成17年5月20日 945,000 少額随契（会計法第２９条の３第５項、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
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7671
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

みなとを核とした地域活性化
推進検討調査

東北地方整備局副局長　成瀬
進　宮城県仙台市青葉区花京
院１－１－２０

平成17年5月24日 7,980,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結されている、地域
活性化検討業務については、港湾施設を利用した地域活性化を
テーマとして、港湾やその周辺における諸施設の活用方策につい
て、地域住民団体等が主催して実施する取り組みの助言や検証
を経て、具体策を検討し提案するものである。当該法人は、ＮＰＯ
助成活動を通じ、各地域活動団体の活動内容を熟知している。ま
た、本業務の実施に当たっては、教育関係者やＮＰＯ法人等さま
ざまな主体と連携をとりながら、長期にわたる環境学習への問い
合わせに的確な指導ができる体制作りが求められることから、中
立的・公平的な立場から業務を行う必要がある。これらの条件を
満たす機関は当該法人をおいて他になく、競争をゆるさないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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7672 (独)港湾空港技術研究所
小名浜港銅スラグ細骨材の鉄
筋コンクリートへの利用に関す
る共同技術開発委託

小名浜港湾事務所長　滝澤
裕　いわき市小名浜栄町６５

平成17年5月25日 2,115,500

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している小名浜港銅スラグ
細骨材の鉄筋コンクリートへの利用に関する共同技術開発委託
は、天然資源が枯渇する中、天然砂や輸入砂より安価な銅スラグ
細骨材を用いた銅スラグ細骨材コンクリートを開発し、ケーソン本
体への実用化に向けた研究を行うものである。本業務を実施する
ためには、港湾海洋構造物に関して総合的かつ最新の知見を有
し、港湾海洋構造物における研究実績および研究施設を有する
事が必要であることに加え、港湾構造物のコンクリート配合，耐久
性，施工性および強度等に関する先進的かつ高度な知見，技術
および研究に卓越した考察および評価を有する事が必要不可欠
である。また、国の港湾整備事業の実施に直結する業務であり、
今後の港湾行政に大きな影響を与えうるという業務の性格上、公
正かつ中立的な立場から業務を行える機関である必要がある。当
法人は、港湾及び空港の整備等に関する調査、研究及び技術の
開発等多岐にわたる業務を行っており、公正かつ中立的な立場か
ら研究を実施することとされている。また当該法人は旧運輸省時
代から現場と連携して、長期にわたって現地暴露試験を実施し、
その結果を踏まえ、コンクリートの耐久性に関する優れた研究成
果を挙げており（例えば文献①：酒田港および鹿児島港に暴露し
たコンクリート梁の耐海水性，港湾技研資料，No.614，1988）、実
環境下でのコンクリートの耐久性の実態に精通している。さらに当
該法人は、人工的に海の干満、飛沫を再現可能な施設（海水循環
水槽）を用いて、30年以上にもわたる長期の暴露試験や、より詳
細なモニタリング等も実施している（例えば文献②：30年間常時海
水中に暴露されたコンクリートの諸性質について、材料、第54巻、
第８号、2005、pp.842-849）。また，当該法人は，塩害劣化予測を
行うための「塩化物イオン拡散プログラム」，港湾施設のライフサ
イクルマネジメントを効率的に行うためのプログラムである「港湾
施設マネジメントシステム」を開発・所有しており、著作権を有して
いる。このプログラムを所有するのは当該法人のみである．本業
務でもこれらの成果およびプログラムを活用するが、こうした施設
や成果を所有するのは当該法人のみである。よって競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

7673
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

仙台塩釜港仙台港区施設点
検調査

塩釜港湾・空港整備事務所長
三上圭一　宮城県多賀城市明
月１－４－６

平成17年5月26日 8,610,000

本業務は、港湾施設が劣化する前に予防的な措置がとれるよう劣
化状況等を把握するもので、高度な技術力をもって、既存の港湾
構造物の劣化状況等を施設の各部位ごとに詳細に点検・評価す
るとともに、現場条件や施工条件等も踏まえつつ総合的見地から
港湾構造物全体としての健全度を総合評価するものである。
本業務を実施するためには、公平・中立な立場から施設の状況を
適切に評価するとともに、港湾構造物の現場条件や施工技術に
熟知したうえで港湾構造物の維持管理にも精通していることが必
要不可欠である。
（財）港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾等の建設・維持
管理事業の施工等に係る技術及びシステムに関する調査研究の
推進並びに事業実施の支援等を行うことを目的とした公益法人で
あり、港湾構造物等の施工・維持管理に係る高度な技術力及び知
識を有する法人である。これらの条件を満たす機関は当該法人を
おいて他にはなく、また、その設立目的も本業務の目的と一致して
いる。以上のことから、会計法第２９条の３第４項の契約の性質又
は目的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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7674 (社)日本潜水協会 八戸港水中部施工状況調査
八戸港湾・空港整備事務所長
土屋安吉　青森県八戸市沼館
４－３－１９

平成17年5月30日 3,990,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

7675 (財)沿岸技術研究センター
石巻港雲雀野地区防波堤整
備影響検討調査

塩釜港湾・空港整備事務所長
三上圭一　宮城県多賀城市明
月１－４－６

平成17年6月6日 19,635,000

本業務は、石巻港雲雀野地区防波堤（南）の整備における反射波
影響、環境影響及び港内静穏度について検討し、今後の港湾整
備計画の基礎資料とするものである。
本業務を実施するためには、港湾構造物の基本計画等の熟知に
加え、豊富な港湾技術の経験を有し海象データの収集・解析等に
精通していること、並びに波浪解析等の高度な技術力及び専門知
識を必要とする。また、今後の港湾整備事業の基礎となるもので
あるため、中立な立場での業務遂行が求められる。
（財）沿岸技術研究センターは、港湾構造物等の基本計画・施工
の技術的課題の検討、港湾技術・造船技術等のプログラム開発、
海象データの収集・解析、技術マニュアル等の作成、港湾構造物
の設計、空港構造物等の基本計画に係る調査等多岐にわたる業
務を行っており、港湾空港全般に関する高度な技術力及び知識を
備えた法人である。これらの条件を満たす機関は当該法人をおい
て他にはなく、また、その設立目的も本業務の目的と一致してい
る。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項の契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7676 (財)沿岸技術研究センター 八戸港景観検討調査
八戸港湾・空港整備事務所長
土屋安吉　青森県八戸市沼館
４－３－１９

平成17年6月17日 9,345,000

本業務は、八戸港外港地区防波堤（第二中央）にかかわる景観整
備について検討を行うものである。
本業務を実施するためには、広域的・全国的観点から全国各地に
おける豊富な類似業務検討の実績を有し、これを体系的に整理・
保管していることが必要不可欠である。また、今後の港湾施設の
整備等に係る検討であることから、利害関係者に対しても中立な
立場での業務遂行が求められる。
（財）沿岸技術研究センターは、我が国沿岸域の開発、利用、保全
に係る技術開発とその技術の活用と普及を目的とした研究機関で
あり、本件で要求される高度な技術力及び知識を備えた法人であ
る。これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他にはなく、ま
た、その設立目的も本業務の目的と一致している。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項の契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7677
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

小名浜港本港地区防波堤
（沖）歩掛解析調査

小名浜港湾事務所長　滝澤
裕　いわき市小名浜栄町６５

平成17年6月30日 3,045,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、歩掛
調査については、国土交通省空港請負工事積算基準の歩掛改訂
を目的に、全国で実態調査を行った結果の取りまとめ・解析を行
い、積算歩掛の策定を行うものである。当該法人は、港湾空港建
設技術に関する調査研究及び技術支援業務、港湾空港工事の施
工・積算に関するシステムの開発・普及、港湾空港建設情報デー
タベースの整備と情報の提供等多岐にわたる業務を行っており、
港湾空港全般に関する高度な技術力及び知識を備えた法人であ
る。また、当該業務は国の港湾・空港整備事業の予定価格の積算
業務に直結するものであることから、中立的・公平的な立場から業
務を行う必要があり、他に競争を許さないことから、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7678 (財)沿岸技術研究センター 新構造防波堤検討調査
仙台港湾空港技術調査事務
所長　坂本　明　宮城県仙台
市宮城野区榴ヶ岡５－１－４４

平成17年7月1日 25,200,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術開発調査につい
ては、現状技術の幅広い調査を行い、その結果をもとに建設コス
ト縮減、工期短縮を目指した新構造について検討を行うものであ
る。本業務を実施するためには、関係法規、港湾構造物の基本計
画等の熟知に加え、豊富な港湾技術の知見を有し、その設計・施
工技術に精通していること、並びに高度な技術力及び専門知識を
必要とする。当該法人は、港湾構造物等の基本計画・施工の技術
的課題の検討、港湾技術・造船技術等のプログラム開発、海象
データの収集・解析、技術マニュアル等の作成、港湾構造物の設
計、空港構造物等の基本計画に係る調査等多岐にわたる業務を
行っており、港湾空港全般に関する高度な技術力及び知識を備え
た法人であり、これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他
にはなく、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7679 (独)港湾空港技術研究所
越波を考慮した港内静穏度解
析システム開発

東北地方整備局副局長　成瀬
進　宮城県仙台市青葉区花京
院１－１－２０

平成17年7月7日 7,004,371

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している越波を考慮した港
内静穏度解析システム開発は、高波浪時における港内静穏度算
定の精度向上を目指すものである。
本業務を実施するためには、本研究は、荒天時に防波堤を越波
する水塊により港内に発生する波（越波伝達波）によって、港内の
静穏性が悪化する現象を数値計算に取り込むことが必要である
が、このモデル化のベースと港内静穏度解析には、港湾設計の実
務ですでに多くの実績を有する高精度波浪変形計算モデル
（NOWT-PARI）が適用できる。このモデルは一環して港空研が独
自に開発を進めてきたものであり、さまざまな地形や構造物を有
する全国の港湾や海岸に適用して、複雑な波浪変形を高精度か
つ安定に計算できる汎用性と実用性を備えていることが最大の特
徴である。このような汎用プログラムは他に例がなく、著作権を有
しており、これに代わるものは存在しない。また、港湾工事の工法
に関して総合的かつ最新の知見を有すると共に、港湾関係法規・
港湾構造物の基本計画等の策定について熟知し、波浪変形に関
する先進的且つ高度な知見と技術を有することが不可欠である。
また、国の港湾整備事業の実施に直結する業務であり、今後の港
湾行政に大きな影響を与えうるという業務の性格上、公正かつ中
立的な立場から業務を行える機関である必要がある。（独）港湾空
港技術研究所は、上記の条件を満たす唯一の者であり、競争を許
さないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7680 (社)日本潜水協会 青森港水中部施工状況調査
青森港湾事務所長　小林秀人
青森県青森市本町３－６－３４

平成17年7月8日 2,572,500

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

7681
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

釜石港施工方策検討調査
釜石港湾事務所長　三井道雅
岩手県釜石市港町２－７－２７

平成17年7月13日 15,540,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7682 (社)日本港湾協会 釜石港整備方針基礎調査
釜石港湾事務所長　三井道雅
岩手県釜石市港町２－７－２７

平成17年7月13日 9,975,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾長期構想に関する検
討業務については、港湾整備の推進を図るにあたり、利便性の高
い、また魅力ある港湾整備を実施するための整備方針及び将来
像を検討するものである。本業務の実施にあたっては、学識経験
者及び港湾利用者、また市民との積極的な情報交換を実施し、長
期的な戦略を含めた計画の検討が必要であり、港湾の計画や施
設整備、施設管理に関する知識はもとより、親水機能向上や環境
保全に関する幅広い知見を有することが必要である。当該法人
は、港湾に関する資料の収集、港湾政策の総合的な調査・研究を
行い、その成果の普及を通じて港湾施設整備と管理の改善を促
進し、もって産業の振興と貿易の伸展等に寄与するための多岐に
わたる業務を実施しており、また、港湾及び港湾施設を管理してい
る地方公共団体、民間企業、港湾所在市町村が会員となっている
唯一の港湾関係公益法人で、計画策定業務にも精通している。
これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他にはなく、競争
を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 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 備考
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（円）
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7683 (財)沿岸技術研究センター
既存施設（防波堤等）補修技
術開発調査

仙台港湾空港技術調査事務
所長　坂本　明　宮城県仙台
市宮城野区榴ヶ岡５－１－４４

平成17年7月14日 15,750,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術開発調査につい
ては、現状技術の幅広い調査を行い、その結果をもとに建設コス
ト縮減、工期短縮を目指した新構造について検討を行うものであ
る。本業務を実施するためには、関係法規、港湾構造物の基本計
画等の熟知に加え、豊富な港湾技術の知見を有し、その設計・施
工技術に精通していること、並びに高度な技術力及び専門知識を
必要とする。当該法人は、港湾構造物等の基本計画・施工の技術
的課題の検討、港湾技術・造船技術等のプログラム開発、海象
データの収集・解析、技術マニュアル等の作成、港湾構造物の設
計、空港構造物等の基本計画に係る調査等多岐にわたる業務を
行っており、港湾空港全般に関する高度な技術力及び知識を備え
た法人であり、これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他
にはなく、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7684 (社)東北建設協会
「東北地方整備局職員録」８冊
購入

塩釜港湾・空港整備事務所長
三上圭一　宮城県多賀城市明
月１－４－６

平成17年7月15日 6,800 少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条第七号） 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（１７年
度限り）

7685 (社)東北建設協会
「東北地方整備局職員録」８冊
購入

小名浜港湾事務所長　滝澤
裕　いわき市小名浜栄町６５

平成17年7月19日 7,650 少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条第七号） 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（１７年
度限り）

7686
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

海域環境情報データベース構
築検討調査

仙台港湾空港技術調査事務
所長　坂本　明　宮城県仙台
市宮城野区榴ヶ岡５－１－４４

平成17年7月21日 23,415,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、海域環
境情報データベース構築検討調査については、沿岸域の全国的
な情報ネットワーク整備を推進する方策の一環として構築を進め
ている「海域環境情報提供システム」を構築するため、当該地域
全体での環境情報の一元化を図ることを目的として、環境情報を
広く一般と共有するための情報基盤である沿岸域環境情報セン
ターの整備方針を立案するものである。また、学識経験者・有識者
からなる検討会を設置し、この検討会の指導・助言を受けつつ業
務を遂行することから中立的。公平的な見地をもって適確に検討
会を運営する必要がある。さらに本業務を実施するためには、沿
岸域の利用・関係法規等の熟知に加え、豊富な港湾技術の経験
を有しその設計および技術資料の収集及び分析・検討能力に精
通していること、並びに高度な技術力および専門知識を必要とす
る。当該法人は、港湾空間に関する計画調査研究、港湾の長期
政策・再開発、港湾整備事業の投資効果に関する調査研究等多
岐にわたる業務を行っており、港湾全般に関する高度な技術力及
び知識を備えた唯一の者であり、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 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
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称及び所在地
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7687
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東北地方における港湾関係行
政資料等収集調査

東北地方整備局副局長　成瀬
進　宮城県仙台市青葉区花京
院１－１－２０

平成17年7月22日 3,570,000

本業務は、これまで主に港湾行政担当者が行ってきた港湾整備
に係る計画及び管理といった行政分野に関する歴史・技術・知識
等を集積し、今後の港湾行政を担う職員へ引き継いでいくための
基礎資料を作成するものである。
本業務を実施するためには、港湾分野において専門的な知見の
もとでの企画構成を行うとともに、港湾空港全般に関する専門知
識と幅広い情報を提供できる能力を有することが必要とされる。ま
た、公平性・中立的な立場での業務遂行が求められる。
（財）港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾空港建設技術
に関する調査研究及び技術支援業務、港湾空港工事の施工・積
算に関するシステムの開発・普及、港湾空港建設情報データベー
スの整備と情報の提供等多岐にわたる業務を行っており、港湾空
港全般に関する高度な技術力及び知識を有している。これらの条
件を満たす機関は当該法人をおいて他にはなく、また、その設立
目的も本業務の目的と一致している。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項の契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7688 (社)東北建設協会
「東北地方整備局職員録」１７
冊購入

秋田港湾事務所長　笹山　博
秋田県秋田市土崎港西１－１
－４９

平成17年7月25日 14,450 少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条第七号） 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（１７年
度限り）

7689
(財)国際臨海開発研究セン
ター

環日本海地域国際物流広報
活動支援業務

秋田港湾事務所長　笹山　博
秋田県秋田市土崎港西１－１
－４９

平成17年7月26日 5,586,000

本業務は、近年、我が国と中国、韓国、ロシア極東といった環日本
海地域の諸国・地域との国際物流の重要性が高まる中、秋田県さ
らには北東北３県と環日本海地域の諸国・地域とを結ぶゲート
ウェイである秋田の港が、秋田の経済活動を支える社会資本とし
て、今後担うべき役割等を具体的に明らかにするとともに、広報活
動を円滑・有効に行えるよう資料等を収集整理するものである。
本業務を実施するためには、環日本海地域の諸国・地域における
国際物流の最新動向に関する資料収集が必要であり、特に国際
事情に卓越した業務遂行能力が必要となる。
（財）国際臨海開発研究センターは、本業務に必要とされる諸外国
の港湾及び物流等に関し、定常的に情報収集及び分析調査を
行っている国内で唯一の機関であり、海外諸港湾に係る情報ネッ
トワークを多数有している。これらの条件を満たす機関は当該法
人をおいて他にはなく、また、その設立目的も本業務の目的と一
致している。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項の契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7690 (社)東北建設協会
図書「東北地方整備局職員録
（平成１７年度）」購入

青森港湾事務所長　小林秀人
青森県青森市本町３－６－３４

平成17年7月26日 11,900 少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条第七号） 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（１７年
度限り）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7691
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

仙台空港アクセス鉄道工事発
注基礎資料作成

塩釜港湾・空港整備事務所長
三上圭一　宮城県多賀城市明
月１－４－６

平成17年7月28日 2,940,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、発注
者支援業務は、当該工事に関する発注関係各種技術資料の作成
を行うものである。本業務の目的を達成するためには、港湾・空港
工事の施工事例や技術資料及び海上施工技術などの知識が求
められる。また、本業務の成果は、発注図書の一部に使用するこ
とから、特定の利害関係者の影響を受けない中立的・公平的な立
場が必要とされる。当該法人は港湾・海岸・空港建設事業の施工
に関わる技術及びシステムに関する調査研究の推進を目的に設
立された公益法人であり、建設事業の施工事例や技術資料を豊
富に蓄積していることに加え、当該事業の実施に係る豊富な経験
を持つ有識者を多数有している。以上により、当該法人が中立的・
公平的な立場で業務が遂行出来る唯一の機関であり、競争を許さ
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

7692 (社)東北建設協会
「東北地方整備局職員録」８冊
購入

仙台港湾空港技術調査事務
所長　坂本　明　宮城県仙台
市宮城野区榴ヶ岡５－１－４４

平成17年7月29日 6,800 少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条第七号） 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（１７年
度限り）

7693 (社)東北建設協会
「東北地方整備局職員録」１４
冊購入

釜石港湾事務所長　三井道雅
岩手県釜石市港町２－７－２７

平成17年8月3日 11,050 少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条第七号） 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（１７年
度限り）

7694 (財)沿岸技術研究センター
石巻港雲雀野地区長周期動
揺低減システム検討調査

塩釜港湾・空港整備事務所長
三上圭一　宮城県多賀城市明
月１－４－６

平成17年8月5日 29,925,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術開発調査につい
ては、現状技術の幅広い調査を行い、その結果をもとに建設コス
ト縮減、工期短縮を目指した新構造について検討を行うものであ
る。本業務を実施するためには、関係法規、港湾構造物の基本計
画等の熟知に加え、豊富な港湾技術の知見を有し、その設計・施
工技術に精通していること、並びに高度な技術力及び専門知識を
必要とする。当該法人は、港湾構造物等の基本計画・施工の技術
的課題の検討、港湾技術・造船技術等のプログラム開発、海象
データの収集・解析、技術マニュアル等の作成、港湾構造物の設
計、空港構造物等の基本計画に係る調査等多岐にわたる業務を
行っており、港湾空港全般に関する高度な技術力及び知識を備え
た法人であり、これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他
にはなく、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7695 (社)東北建設協会
「東北地方整備局職員録」１０
冊購入

八戸港湾・空港整備事務所長
土屋安吉　青森県八戸市沼館
４－３－１９

平成17年8月8日 8,500 少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条第七号） 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（１７年
度限り）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7696
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

青森港港湾施設点検調査
青森港湾事務所長　小林秀人
青森県青森市本町３－６－３４

平成17年8月12日 8,505,000

本業務は、港湾施設が劣化する前に予防的な措置がとれるよう劣
化状況等を把握するもので、高度な技術力をもって、既存の港湾
構造物の劣化状況等を施設の各部位ごとに詳細に点検・評価す
るとともに、現場条件や施工条件等も踏まえつつ総合的見地から
港湾構造物全体としての健全度を総合評価するものである。
本業務を実施するためには、公平・中立な立場から施設の状況を
適切に評価するとともに、港湾構造物の現場条件や施工技術に
熟知したうえで港湾構造物の維持管理にも精通していることが必
要不可欠である。
（財）港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾等の建設・維持
管理事業の施工等に係る技術及びシステムに関する調査研究の
推進並びに事業実施の支援等を行うことを目的とした公益法人で
あり、港湾構造物等の施工・維持管理に係る高度な技術力及び知
識を有する法人である。これらの条件を満たす機関は当該法人を
おいて他にはなく、また、その設立目的も本業務の目的と一致して
いる。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項の契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地がある
もの

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

7697 (社)日本港湾協会
港湾保安総合訓練実施計画
検討調査

東北地方整備局副局長　成瀬
進　宮城県仙台市青葉区花京
院１－１－２０

平成17年8月18日 8,925,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾保安総合訓練に関す
る検討業務については、米国同時多発テロを受けて、世界中の船
舶所有者、港湾管理者等に保安の確保のための措置を義務付け
た海上人命安全条約及びその国内法である「国際航海船舶及び
国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づく、港湾保安
総合訓練のあり方と具体的な訓練実施計画の作成方法を検討
し、当該港湾をモデルケースとして保安事態の疑似想定による訓
練を行うものであり、当該業務内容の漏洩は、実効性を伴うテロ
計画の構築やテロ行為の実行に利用されるおそれがあるため、極
めて機密性が高いものである。本業務の実施にあたっては、港湾
保安に関する機密情報の保全を講じつつ、起こりうる保安事態に
対応した訓練シナリオの検討を行う必要があることから、秘密保
全の組織体制が十分整備されているとともに、港湾における管
理・運営に関する総合的な知識や実態の把握、保安措置に関す
る幅広い知見と情報を有することが不可欠である。当該法人は、
港湾に関する資料の収集、港湾政策の総合的な調査・研究を行
い、その成果の普及を通じて港湾施設整備と管理の改善を促進
し、もって産業の振興と貿易の伸展等に寄与するための多岐にわ
たる業務を行っており、また、「港湾保安対策室」を設置し、港湾保
安業務に関する専門知識を豊富に有しているとともに、秘密の保
全を講じつつ業務を実施するための十分な組織体制が整ってい
る。加えて港湾管理者等を会員としており、港湾にかかる調査・計
画・整備・管理・運営等の総合かつ高度な情報の蓄積がある。ま
た、平成１６年度において「国際港湾施設保安対策検討調査」等
の調査を実施し、港湾の保安措置に関する高度な知見、ノウハウ
を有している。これらの情報は特に守秘義務を要するものである
ため、特定の団体以外にこれらの情報を扱わせることはできず、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。（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)

7698 (社)東北建設協会
「東北地方整備局職員録」６冊
購入

酒田港湾事務所長　梅沢信敏
山形県酒田市光ヶ丘５－２０－
１７

平成17年8月19日 5,100 少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条第七号） 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（１７年
度限り）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7699 (財)沿岸技術研究センター
小名浜港防波堤機能検討調
査

小名浜港湾事務所長　滝澤
裕　いわき市小名浜栄町６５

平成17年8月22日 11,760,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している、津波対策工技術検
討業務については、想定津波の数値シミュレーションを行い、港湾
空港等における津波対策工の防護効果を検証し、津波対策施設
整備の基礎資料としてとりまとめるものである。本業務を実施する
ためには、中央防災会議等でまとめられる地震活動の長期評価
に知見があることに加え、津波の影響範囲及び対策工の効果をよ
り適切に把握する観点から、一般的に普及している二次元数値シ
ミュレーションではなく、今後はより精度の高い三次元数値シミュ
レーションを活用し、その演算結果について工学的な見地から対
策工効果の可否を判断する高度な専門知識を必要とする。当該
法人は、同法人内に「沿岸防災技術研究所」を有し、沿岸域の開
発、利用、保全及び防災に係る港湾技術に関する豊富な調査研
究実績を誇っており、三次元数値シミュレーション改良に関する共
同研究を実施中であり、沿岸域における防災に関する研究に対
し、より迅速に、より体系的に取り組むことができる唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7700 (財)沿岸技術研究センター 埋没対策技術開発調査
仙台港湾空港技術調査事務
所長　坂本　明　宮城県仙台
市宮城野区榴ヶ岡５－１－４４

平成17年8月25日 15,225,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術開発調査につい
ては、現状技術の幅広い調査を行い、その結果をもとに建設コス
ト縮減、工期短縮を目指した新構造について検討を行うものであ
る。本業務を実施するためには、関係法規、港湾構造物の基本計
画等の熟知に加え、豊富な港湾技術の知見を有し、その設計・施
工技術に精通していること、並びに高度な技術力及び専門知識を
必要とする。当該法人は、港湾構造物等の基本計画・施工の技術
的課題の検討、港湾技術・造船技術等のプログラム開発、海象
データの収集・解析、技術マニュアル等の作成、港湾構造物の設
計、空港構造物等の基本計画に係る調査等多岐にわたる業務を
行っており、港湾空港全般に関する高度な技術力及び知識を備え
た法人であり、これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他
にはなく、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7701
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

小名浜港ケーソンヤード健全
度点検・評価調査

小名浜港湾事務所長　滝澤
裕　いわき市小名浜栄町６５

平成17年8月30日 5,817,000

本業務は、港湾施設が劣化する前に予防的な措置がとれるよう劣
化状況等を把握するもので、高度な技術力をもって、既存の港湾
構造物の劣化状況等を施設の各部位ごとに詳細に点検・評価す
るとともに、現場条件や施工条件等も踏まえつつ総合的見地から
港湾構造物全体としての健全度を総合評価するものである。
本業務を実施するためには、公平・中立な立場から施設の状況を
適切に評価するとともに、港湾構造物の現場条件や施工技術に
熟知したうえで港湾構造物の維持管理にも精通していることが必
要不可欠である。
（財）港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾等の建設・維持
管理事業の施工等に係る技術及びシステムに関する調査研究の
推進並びに事業実施の支援等を行うことを目的とした公益法人で
あり、港湾構造物等の施工・維持管理に係る高度な技術力及び知
識を有する法人である。これらの条件を満たす機関は当該法人を
おいて他にはなく、また、その設立目的も本業務の目的と一致して
いる。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項の契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地
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7702 (財)沿岸技術研究センター
長周期波予測システム精度検
証及び港内静穏度解析高度
化検討調査

仙台港湾空港技術調査事務
所長　坂本　明　宮城県仙台
市宮城野区榴ヶ岡５－１－４４

平成17年9月1日 29,820,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している、長周期波予測シス
テム関連検討業務については、長周期波予測システムについて、
対象港湾における現地波浪観測データによる検証及び解析を行
い、さらなる精度の向上を図り、さらに、代表港湾における風波及
びうねりの発生特性の把握・解析を行い、入射波の方向スペクト
ルを考慮した港内波高分布計算手法の高度化を図るものである。
本業務の実施に当たっては、関係法規・港湾構造物の基本計画
等の熟知に加え、豊富な港湾技術の経験を有し海象データの収
集・解析等に精通していること、並びに波浪解析、長周期波解析
等の高度な技術力及び専門知識を必要とする。また、本業務は各
種の技術検討を行うものであり、公平・中立的立場での業務遂行
が求められる。当該法人は、港湾構造物等の基本計画・施工の技
術的課題の検討、港湾技術・造船技術等のプログラム開発、海象
データの収集・解析、技術マニュアル等の作成、港湾構造物の設
計、空港構造物等の基本計画に係る調査等多岐にわたる業務を
行っており、本業務を実施し得る唯一の者であり、システムの著作
権を有しており、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４
項に該当するため。（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)

7703
(社)日本マリーナ・ビーチ協
会

プレジャーボート等の利用振
興に係る課題等検討基礎調査

東北地方整備局副局長　成瀬
進　宮城県仙台市青葉区花京
院１－１－２０

平成17年9月2日 7,875,000

(社)日本マリーナ・ビーチ協会との間で締結しているプレジャー
ボート等の利用振興に係る課題等検討基礎調査は、東北地域に
おける、津波防災上や景観上の観点から、数港を選定し港湾区域
や臨港地区等におけるプレジャーボートの放置艇等の分布状況、
周辺の規制・管理状況等に係る課題や、プレジャーボート、マリー
ナ等の体験学習における活用に関する課題を抽出・整理し、プレ
ジャーボート等の利用振興における課題等の解決をするための方
策を検討するものである。
本業務を実施するためには、プレジャーボートの放置艇問題をは
じめ、港湾におけるマリーナ等係留・保管施設整備やプレジャー
ボート、マリーナ等を利活用した各種活動状況等に関する幅広い
知見と専門知識を有することが必要である。
（社）日本マリーナ・ビーチ協会は、放置艇対策やプレジャーボー
ト、マリーナ等を利活用した各種活動状況及びプレジャーボート、
マリーナ等の利用振興に係る港湾行政や民間事業者の取組みに
ついて幅広い知識と情報を保有しており、これらの知見に基づき
総合的かつ公平、中立に業務を実施することができる唯一の機関
である。以上により競争を許さないことから会計法第２９条の３第４
項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7704 (社)日本潜水協会
仙台塩釜港水中部施工状況
調査

塩釜港湾・空港整備事務所長
三上圭一　宮城県多賀城市明
月１－４－６

平成17年9月29日 1,102,500

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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7705 (財)沿岸技術研究センター
経済的建設資材活用検討調
査

仙台港湾空港技術調査事務
所長　坂本　明　宮城県仙台
市宮城野区榴ヶ岡５－１－４４

平成17年9月30日 9,357,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術開発調査につい
ては、現状技術の幅広い調査を行い、その結果をもとに建設コス
ト縮減、工期短縮を目指した新構造について検討を行うものであ
る。本業務を実施するためには、関係法規、港湾構造物の基本計
画等の熟知に加え、豊富な港湾技術の知見を有し、その設計・施
工技術に精通していること、並びに高度な技術力及び専門知識を
必要とする。当該法人は、港湾構造物等の基本計画・施工の技術
的課題の検討、港湾技術・造船技術等のプログラム開発、海象
データの収集・解析、技術マニュアル等の作成、港湾構造物の設
計、空港構造物等の基本計画に係る調査等多岐にわたる業務を
行っており、港湾空港全般に関する高度な技術力及び知識を備え
た法人であり、これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他
にはなく、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7706 (財)沿岸技術研究センター 東北管内設計波検討調査
仙台港湾空港技術調査事務
所長　坂本　明　宮城県仙台
市宮城野区榴ヶ岡５－１－４４

平成17年9月30日 15,225,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している波浪推算業務につい
ては、管内海域の波浪条件を検討し、各港湾の設計沖波及び堤
前波の推算を行うとともに、当該検討結果に対し、広域的・全国的
な観点から評価、分析等を行うものである。当該法人は本業務に
用いる波浪推算手法である第３世代波浪推算モデルを用いた設
計沖波算定について豊富な実績を有し、波浪推算に関する基礎
研究だけでなく設計沖波への応用に関する調査・研究を行ってお
り、全国港湾海洋波浪観測情報（NOWPHAS）データの整理解析、
沿岸気象海象配信システム（COMEINS）による高精度の波浪予測
により管内の波浪特性を熟知している組織である。また、本件類
似業務に関する全国各地での豊富な実績を有し、体系的に整理・
保管している唯一の者であり、競争を許さないことから、会計法第
２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7707
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

酒田港北港地区防波堤（北）
（第二）工事発注資料作成業
務

酒田港湾事務所長　梅沢信敏
山形県酒田市光ヶ丘５－２０－
１７

平成17年10月6日 1,722,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、発注
者支援業務は、当該工事に関する発注関係各種技術資料の作成
を行うものである。本業務の目的を達成するためには、港湾・空港
工事の施工事例や技術資料及び海上施工技術などの知識が求
められる。また、本業務の成果は、発注図書の一部に使用するこ
とから、特定の利害関係者の影響を受けない中立的・公平的な立
場が必要とされる。当該法人は港湾・海岸・空港建設事業の施工
に関わる技術及びシステムに関する調査研究の推進を目的に設
立された公益法人であり、建設事業の施工事例や技術資料を豊
富に蓄積していることに加え、当該事業の実施に係る豊富な経験
を持つ有識者を多数有している。以上により、当該法人が中立的・
公平的な立場で業務が遂行出来る唯一の機関であり、競争を許さ
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入
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7708 (財)沿岸技術研究センター
沿岸部と背後地の連携による
総合的な津波災害軽減方策
検討調査

東北地方整備局副局長　成瀬
進　宮城県仙台市青葉区花京
院１－１－２０

平成17年10月7日 44,730,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している、津波対策工技術検
討業務については、想定津波の数値シミュレーションを行い、港湾
空港等における津波対策工の防護効果を検証し、津波対策施設
整備の基礎資料としてとりまとめるものである。本業務を実施する
ためには、中央防災会議等でまとめられる地震活動の長期評価
に知見があることに加え、津波の影響範囲及び対策工の効果をよ
り適切に把握する観点から、一般的に普及している二次元数値シ
ミュレーションではなく、今後はより精度の高い三次元数値シミュ
レーションを活用し、その演算結果について工学的な見地から対
策工効果の可否を判断する高度な専門知識を必要とする。当該
法人は、同法人内に「沿岸防災技術研究所」を有し、沿岸域の開
発、利用、保全及び防災に係る港湾技術に関する豊富な調査研
究実績を誇っており、三次元数値シミュレーション改良に関する共
同研究を実施中であり、沿岸域における防災に関する研究に対
し、より迅速に、より体系的に取り組むことができる唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7709
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

仙台空港技術資料作成
塩釜港湾・空港整備事務所長
三上圭一　宮城県多賀城市明
月１－４－６

平成17年10月7日 735,000 少額随契（会計法第２９条の３第５項、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
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7710
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

仙台塩釜港及び石巻港浚渫
土砂活用方策検討調査

塩釜港湾・空港整備事務所長
三上圭一　宮城県多賀城市明
月１－４－６

平成17年10月20日 3,360,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7711
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

港湾整備基礎調査
塩釜港湾・空港整備事務所長
三上圭一　宮城県多賀城市明
月１－４－６

平成17年11月1日 29,925,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾利
用促進調査については、港湾空間における陸・海・空の交通体系
を活用した効率的な物流体系の構築について検討を行うものであ
る。本調査の実施にあたっては、全国の港の現況、本船から荷主
までの各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨物の流
動情報など豊富な知識と幅広い知見を有する必要がある。また、
荷主への企業ヒアリングなど、港湾関係者の利害に関わる個人情
報を取り扱うことから、公平かつ公益的立場にあり、十分な機密保
持能力を保持した機関である必要がある。当該法人は、公益法人
として公平・中立的立場での調査が可能であり、また、同者は「コ
ンテナ流動化調査」等の同種の調査をこれまで多数実施してお
り、本調査の実施に必要となる全国の港湾の現況、本船から荷主
までをつなぐ各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨
物流動情報等の豊富な知識と幅広い知見を有する唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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（具体的かつ詳細に記載）

7712
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

八戸港コンテナ動向調査
八戸港湾・空港整備事務所長
土屋安吉　青森県八戸市沼館
４－３－１９

平成17年11月10日 8,925,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾利
用促進調査については、港湾空間における陸・海・空の交通体系
を活用した効率的な物流体系の構築について検討を行うものであ
る。本調査の実施にあたっては、全国の港の現況、本船から荷主
までの各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨物の流
動情報など豊富な知識と幅広い知見を有する必要がある。また、
荷主への企業ヒアリングなど、港湾関係者の利害に関わる個人情
報を取り扱うことから、公平かつ公益的立場にあり、十分な機密保
持能力を保持した機関である必要がある。当該法人は、公益法人
として公平・中立的立場での調査が可能であり、また、同者は「コ
ンテナ流動化調査」等の同種の調査をこれまで多数実施してお
り、本調査の実施に必要となる全国の港湾の現況、本船から荷主
までをつなぐ各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨
物流動情報等の豊富な知識と幅広い知見を有する唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7713
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

秋田港外港地区防波堤(第二
南)設計図書基礎資料作成

秋田港湾事務所長　笹山　博
秋田県秋田市土崎港西１－１
－４９

平成17年11月10日 2,100,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、発注
者支援業務は、当該工事に関する発注関係各種技術資料の作成
を行うものである。本業務の目的を達成するためには、港湾・空港
工事の施工事例や技術資料及び海上施工技術などの知識が求
められる。また、本業務の成果は、発注図書の一部に使用するこ
とから、特定の利害関係者の影響を受けない中立的・公平的な立
場が必要とされる。当該法人は港湾・海岸・空港建設事業の施工
に関わる技術及びシステムに関する調査研究の推進を目的に設
立された公益法人であり、建設事業の施工事例や技術資料を豊
富に蓄積していることに加え、当該事業の実施に係る豊富な経験
を持つ有識者を多数有している。以上により、当該法人が中立的・
公平的な立場で業務が遂行出来る唯一の機関であり、競争を許さ
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

7714
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

大船渡港港湾構造物の健全
度点検・評価調査

釜石港湾事務所長　三井道雅
岩手県釜石市港町２－７－２７

平成17年11月16日 9,765,000

本業務は、港湾施設が劣化する前に予防的な措置がとれるよう劣
化状況等を把握するもので、高度な技術力をもって、既存の港湾
構造物の劣化状況等を施設の各部位ごとに詳細に点検・評価す
るとともに、現場条件や施工条件等も踏まえつつ総合的見地から
港湾構造物全体としての健全度を総合評価するものである。
本業務を実施するためには、公平・中立な立場から施設の状況を
適切に評価するとともに、港湾構造物の現場条件や施工技術に
熟知したうえで港湾構造物の維持管理にも精通していることが必
要不可欠である。
（財）港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾等の建設・維持
管理事業の施工等に係る技術及びシステムに関する調査研究の
推進並びに事業実施の支援等を行うことを目的とした公益法人で
あり、港湾構造物等の施工・維持管理に係る高度な技術力及び知
識を有する法人である。これらの条件を満たす機関は当該法人を
おいて他にはなく、また、その設立目的も本業務の目的と一致して
いる。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項の契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）
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7715
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

久慈港外港湾支援資料作成
業務

釜石港湾事務所長　三井道雅
岩手県釜石市港町２－７－２７

平成17年11月18日 5,460,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港町の
歴史・文化活用法策検討業務については、港町の歴史や文化財
等について情報収集し、新たな存在価値を見出すことを目的とし
て、活用方策について検討するものである。本業務の実施にあ
たっては、港湾や海岸及び交流空間の計画、施設、利用に関する
知識のみならず、全国事例や各地域に関する情報、社会経済分
野などに関する知識など、総合的かつ専門的な知識を有する必要
がある。当該法人は、当該業務に関する豊富な経験と実績を有
し、本調査を実施し得る唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7716
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

小名浜港東港地区船舶稼働
予測検討調査

小名浜港湾事務所長　滝澤
裕　いわき市小名浜栄町６５

平成17年11月18日 1,785,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、船舶
稼働予測検討調査業務については、港内海域の整備工事におけ
る作業船舶の稼働状況の予測検討を行い今後の積算業務におけ
る基礎資料とするものである。本業務を的確かつ円滑に行うため
には、港湾請負工事積算基準等の熟知に加え、港湾工事に関す
る豊富な知識を有し、その施工に関して精通していることが必要で
ある。また、発注図書の一部を構成することとなるため、中立性・
公平性な立場での業務遂行及び守秘性が求められている。当該
法人は、公益法人として中立性・公平性が確保され、かつ港湾空
港建設技術に関する調査研究及び技術支援業務、港湾空港業務
の施工・積算に関するシステムの開発・普及など、港湾空港全般
に関する高度な技術力と知識・経験を有している。よって、当該法
人が本業務を実施できる唯一の機関であり、競争を許さないこと
から、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7717
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

釜石港外工事発注基礎資料
作成

釜石港湾事務所長　三井道雅
岩手県釜石市港町２－７－２７

平成17年11月18日 2,835,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、発注
者支援業務は、当該工事に関する発注関係各種技術資料の作成
を行うものである。本業務の目的を達成するためには、港湾・空港
工事の施工事例や技術資料及び海上施工技術などの知識が求
められる。また、本業務の成果は、発注図書の一部に使用するこ
とから、特定の利害関係者の影響を受けない中立的・公平的な立
場が必要とされる。当該法人は港湾・海岸・空港建設事業の施工
に関わる技術及びシステムに関する調査研究の推進を目的に設
立された公益法人であり、建設事業の施工事例や技術資料を豊
富に蓄積していることに加え、当該事業の実施に係る豊富な経験
を持つ有識者を多数有している。以上により、当該法人が中立的・
公平的な立場で業務が遂行出来る唯一の機関であり、競争を許さ
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 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 備考
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（円）

随意契約によることとした理由
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7718
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

石巻港工事発注基礎資料作
成

塩釜港湾・空港整備事務所長
三上圭一　宮城県多賀城市明
月１－４－６

平成17年11月24日 2,205,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、発注
者支援業務は、当該工事に関する発注関係各種技術資料の作成
を行うものである。本業務の目的を達成するためには、港湾・空港
工事の施工事例や技術資料及び海上施工技術などの知識が求
められる。また、本業務の成果は、発注図書の一部に使用するこ
とから、特定の利害関係者の影響を受けない中立的・公平的な立
場が必要とされる。当該法人は港湾・海岸・空港建設事業の施工
に関わる技術及びシステムに関する調査研究の推進を目的に設
立された公益法人であり、建設事業の施工事例や技術資料を豊
富に蓄積していることに加え、当該事業の実施に係る豊富な経験
を持つ有識者を多数有している。以上により、当該法人が中立的・
公平的な立場で業務が遂行出来る唯一の機関であり、競争を許さ
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

7719 (社)日本港湾協会 東北港湾情勢分析調査
東北地方整備局副局長　成瀬
進　宮城県仙台市青葉区花京
院１－１－２０

平成17年11月25日 12,915,000

本業務は、今後の東北地方の活性化を目的とした、東北地方にお
ける港湾施策の立案、実施の基礎とするために、東北管内の港
湾関連データ、港湾に関する新たな動向、港湾背後地の産業につ
いて把握・分析するものであり、あわせて平成１４年度に策定され
た「東北港湾ビジョン」に関わる施策の実施状況を把握するため、
港湾管理者をはじめとする地方自治体に対しアンケート等を実施
することとしている。
本業務を実施するためには、全国の港湾及び東北地方の港湾の
政策に関する調査・研究について、十分な経験と実績及び高度な
専門知識、広範な情報収集能力を有するとともに、情報の機密保
持並びに私企業と利害関係のない中立な立場で業務を遂行する
ことが必要とされる。
（社）日本港湾協会は、港湾に関する資料の収集、港湾政策の総
合的な調査・研究を行い、その成果の普及を通じて港湾施設整備
と管理の改善を促進し、もって産業の振興と貿易の伸展等に寄与
するための多岐にわたる業務を行っている。また、港湾及び港湾
施設を管理している地方公共団体、民間企業、港湾所在市町村
が会員となっている唯一の港湾関係公益法人で、計画策定業務
にも精通している。　これらの条件を満たす機関は当該法人をお
いて他にはなく、また、その設立目的も本業務の目的と一致してい
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7720
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

仙台空港災害時活用検討業
務

塩釜港湾・空港整備事務所長
三上圭一　宮城県多賀城市明
月１－４－６

平成17年11月30日 4,557,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、防災
業務体制検討調査については、港湾空港関係防災業務体制のあ
り方等に関する既存の資料や今回新たに行う関係機関へのヒアリ
ング結果を基に、関係機関との連携を視野に入れた災害時の初
動マニュアルの改訂作業を行うものである。本調査を行うにあたっ
ては当局における防災体制や災害対策の手順等に関する専門的
な知識と豊富な経験を有し、国としての役割を十分に把握した上
で、地元関係機関との連携体制や各種資料の作成など、行政の
立場に立った検討が必要となる。これらの条件を満足する機関は
唯一当該法人をおいて他になく、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）
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7721
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

久慈港外工事発注基礎資料
作成

釜石港湾事務所長　三井道雅
岩手県釜石市港町２－７－２７

平成17年12月6日 4,515,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、発注
者支援業務は、当該工事に関する発注関係各種技術資料の作成
を行うものである。本業務の目的を達成するためには、港湾・空港
工事の施工事例や技術資料及び海上施工技術などの知識が求
められる。また、本業務の成果は、発注図書の一部に使用するこ
とから、特定の利害関係者の影響を受けない中立的・公平的な立
場が必要とされる。当該法人は港湾・海岸・空港建設事業の施工
に関わる技術及びシステムに関する調査研究の推進を目的に設
立された公益法人であり、建設事業の施工事例や技術資料を豊
富に蓄積していることに加え、当該事業の実施に係る豊富な経験
を持つ有識者を多数有している。以上により、当該法人が中立的・
公平的な立場で業務が遂行出来る唯一の機関であり、競争を許さ
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

7722
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

小名浜港東港地区防波堤（第
二沖）実施設計

小名浜港湾事務所長　滝澤
裕　いわき市小名浜栄町６５

平成17年12月12日 1,680,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、発注
者支援業務は、当該工事に関する発注関係各種技術資料の作成
を行うものである。本業務の目的を達成するためには、港湾・空港
工事の施工事例や技術資料及び海上施工技術などの知識が求
められる。また、本業務の成果は、発注図書の一部に使用するこ
とから、特定の利害関係者の影響を受けない中立的・公平的な立
場が必要とされる。当該法人は港湾・海岸・空港建設事業の施工
に関わる技術及びシステムに関する調査研究の推進を目的に設
立された公益法人であり、建設事業の施工事例や技術資料を豊
富に蓄積していることに加え、当該事業の実施に係る豊富な経験
を持つ有識者を多数有している。以上により、当該法人が中立的・
公平的な立場で業務が遂行出来る唯一の機関であり、競争を許さ
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

7723
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

青森港工事発注基礎資料作
成

青森港湾事務所長　小林秀人
青森県青森市本町３－６－３４

平成17年12月19日 3,780,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、発注
者支援業務は、当該工事に関する発注関係各種技術資料の作成
を行うものである。本業務の目的を達成するためには、港湾・空港
工事の施工事例や技術資料及び海上施工技術などの知識が求
められる。また、本業務の成果は、発注図書の一部に使用するこ
とから、特定の利害関係者の影響を受けない中立的・公平的な立
場が必要とされる。当該法人は港湾・海岸・空港建設事業の施工
に関わる技術及びシステムに関する調査研究の推進を目的に設
立された公益法人であり、建設事業の施工事例や技術資料を豊
富に蓄積していることに加え、当該事業の実施に係る豊富な経験
を持つ有識者を多数有している。以上により、当該法人が中立的・
公平的な立場で業務が遂行出来る唯一の機関であり、競争を許さ
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入
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7724 (財)沿岸技術研究センター
東北における沖合津波（波浪）
観測網の構築検討調査

東北地方整備局副局長　成瀬
進　宮城県仙台市青葉区花京
院１－１－２０

平成17年12月22日 50,018,000

沿岸技術研究センターとの間で締結しているシステム開発業務に
ついては、沖合波浪観測システムの構築における港湾整備への
活用とＧＰＳ波浪計の津波検知の可能性及び高潮、高波及び津
波情報の活用の可能性を検討することにより、津波防災の観点か
らＧＰＳ波浪計設置の意義及び効果を検討するものである。本業
務の実施にあたっては、波浪観測に関する幅広い知見と経験、高
い情報収集能力及び津波から人命・財産を守るための津波防災
に対する専門的かつ高度な知識、分析力が求められ、津波防災
に関する検討にあたっては、公平・中立的な立場からのとりまとめ
が必要である。また、波浪観測、システム構築全般に関連する検
討から全国港湾海洋波浪情報網（NOWPHAS）の構成を充分認識
していることが必要不可欠である。当該法人は、NOWPHAS波浪
観測データをもとに精度の高い独自の波浪予測手法「沿岸気象海
象情報配信システム」（COMEINS）を構築し運営を行い、システム
の著作権を有しており、本業務を的確かつ効率的に実施できる唯
一の機関であり、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４
項に該当するため。（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)

7725
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

相馬港整備方針基礎調査
小名浜港湾事務所長　滝澤
裕　いわき市小名浜栄町６５

平成17年12月22日 7,928,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾利
用促進調査については、港湾空間における陸・海・空の交通体系
を活用した効率的な物流体系の構築について検討を行うものであ
る。本調査の実施にあたっては、全国の港の現況、本船から荷主
までの各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨物の流
動情報など豊富な知識と幅広い知見を有する必要がある。また、
荷主への企業ヒアリングなど、港湾関係者の利害に関わる個人情
報を取り扱うことから、公平かつ公益的立場にあり、十分な機密保
持能力を保持した機関である必要がある。当該法人は、公益法人
として公平・中立的立場での調査が可能であり、また、同者は「コ
ンテナ流動化調査」等の同種の調査をこれまで多数実施してお
り、本調査の実施に必要となる全国の港湾の現況、本船から荷主
までをつなぐ各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨
物流動情報等の豊富な知識と幅広い知見を有する唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7726
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

相馬港本港地区防波堤（沖）
実施設計

小名浜港湾事務所長　滝澤
裕　いわき市小名浜栄町６５

平成17年12月22日 1,197,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、発注
者支援業務は、当該工事に関する発注関係各種技術資料の作成
を行うものである。本業務の目的を達成するためには、港湾・空港
工事の施工事例や技術資料及び海上施工技術などの知識が求
められる。また、本業務の成果は、発注図書の一部に使用するこ
とから、特定の利害関係者の影響を受けない中立的・公平的な立
場が必要とされる。当該法人は港湾・海岸・空港建設事業の施工
に関わる技術及びシステムに関する調査研究の推進を目的に設
立された公益法人であり、建設事業の施工事例や技術資料を豊
富に蓄積していることに加え、当該事業の実施に係る豊富な経験
を持つ有識者を多数有している。以上により、当該法人が中立的・
公平的な立場で業務が遂行出来る唯一の機関であり、競争を許さ
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入
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7727 (社)日本港湾協会
沖合津波観測情報を活用した
津波減災対策検討調査

東北地方整備局副局長　成瀬
進　宮城県仙台市青葉区花京
院１－１－２０

平成17年12月22日 9,660,000

本業務は、津波に強い東北の地域づくり検討調査の一環として、
沖合津波・波浪観測網の整備による広域的な津波沖合観測情報
に基づく、情報伝達・予防避難対策・事後対策等についての活用
方策を検討し、東北における広域的津波減災施策及び津波防災
行政についての検討を行うものである。
本業務を実施するためには、波浪及び津波に対する高度な知識
を有することはもとより、津波防災に関する検討について、港湾管
理者、港湾利用者、港湾来訪者をはじめ、沿岸自治体、沿岸域利
用者間の調整に配慮し、公正な立場で行わなければならない。さ
らに、検討に当たっては各界の専門家、学識経験者からなる委員
会を組織する必要があることから、その運営は中立的な立場に
よって行われなければならない。
（社）日本港湾協会は、港湾に関する資料の収集、港湾政策の総
合的な調査・研究を行い、その成果の普及を通じて港湾施設整備
と管理の改善を促進し、もって産業の振興と貿易の伸展等に寄与
するための多岐にわたる業務を行っており、また、技術資料を豊
富に蓄積していることに加え、港湾関係の設計・調査等の豊富な
実施経験を持つ有識者を多数有し、計画策定業務にも精通してい
る。　また、港湾の施設、管理等に関し、必要な事項の調査研究
及び国際会議、学会、協会その他本会の目的に適合する団体へ
の参加及び協力等を行っていることから、港湾管理者からの依頼
により学識経験者等を含めた委員会によって、港湾を取り巻く沿
岸自治体、沿岸域利用者間との調整による港湾計画改訂や地域
づくりに関する調査等を多数受託しており、港湾管理者、港湾利
用者をはじめ、沿岸自治体、沿岸域利用者間の調整を行うことが
できる。これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他にはな
く、また、その設立目的も本業務の目的と一致している。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項の契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7728
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

八戸港工事発注用図書作成
八戸港湾・空港整備事務所長
土屋安吉　青森県八戸市沼館
４－３－１９

平成18年1月12日 4,998,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、発注
者支援業務は、当該工事に関する発注関係各種技術資料の作成
を行うものである。本業務の目的を達成するためには、港湾・空港
工事の施工事例や技術資料及び海上施工技術などの知識が求
められる。また、本業務の成果は、発注図書の一部に使用するこ
とから、特定の利害関係者の影響を受けない中立的・公平的な立
場が必要とされる。当該法人は港湾・海岸・空港建設事業の施工
に関わる技術及びシステムに関する調査研究の推進を目的に設
立された公益法人であり、建設事業の施工事例や技術資料を豊
富に蓄積していることに加え、当該事業の実施に係る豊富な経験
を持つ有識者を多数有している。以上により、当該法人が中立的・
公平的な立場で業務が遂行出来る唯一の機関であり、競争を許さ
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

7729
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

小名浜港ケーソンヤード斜路
補修施工検討調査

小名浜港湾事務所長　滝澤
裕　いわき市小名浜栄町６５

平成18年1月13日 3,570,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入
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7730
(財)国際臨海開発研究セン
ター

日本海北部地域における海上
輸送振興方策検討調査

東北地方整備局副局長　成瀬
進　宮城県仙台市青葉区花京
院１－１－２０

平成18年1月13日 19,845,000

国際臨海開発研究センターとの間で締結している、国際海上物流
に関する検討業務については、我が国と諸外国との海上輸送によ
る安定的な輸送ルートの確保を図るため、需要見通し、輸送にか
かる交通インフラ、制度的な課題等について検討し、今後の港湾
政策等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、関係法規等に加え、海外における港湾動向や諸外国の港湾
管理・運営及び通関制度等を十分理解し、かつ国内外を問わず港
湾に関する広範な情報収集能力、国際事情に卓越した専門知識
を必要とする。また、企業の利害に関わる内容を取り扱うため、公
平・中立的立場での業務遂行が求められる。
当該法人は、本業務に必要とされる海外港湾に関して、定常的に
情報収集及び分析調査を行っている国内で唯一の機関であり、海
外諸港湾に係る情報ネットワークを多数有し、効率的な情報収集
および知見を活かした高度な分析力を有している。これらの条件
を満たす者は当該法人をおいて他にはなく、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7731 (財)沿岸技術研究センター 宮古港整備方針基礎調査
釜石港湾事務所長　三井道雅
岩手県釜石市港町２－７－２７

平成18年1月18日 10,185,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している、津波対策工技術検
討業務については、想定津波の数値シミュレーションを行い、港湾
空港等における津波対策工の防護効果を検証し、津波対策施設
整備の基礎資料としてとりまとめるものである。本業務を実施する
ためには、中央防災会議等でまとめられる地震活動の長期評価
に知見があることに加え、津波の影響範囲及び対策工の効果をよ
り適切に把握する観点から、一般的に普及している二次元数値シ
ミュレーションではなく、今後はより精度の高い三次元数値シミュ
レーションを活用し、その演算結果について工学的な見地から対
策工効果の可否を判断する高度な専門知識を必要とする。当該
法人は、同法人内に「沿岸防災技術研究所」を有し、沿岸域の開
発、利用、保全及び防災に係る港湾技術に関する豊富な調査研
究実績を誇っており、三次元数値シミュレーション改良に関する共
同研究を実施中であり、沿岸域における防災に関する研究に対
し、より迅速に、より体系的に取り組むことができる唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7732 (財)青森県フェリー埠頭公社
青森港沖館地区岸壁（－７．５
ｍ）（改良）事業に伴う防衝装
置に係る補償

青森港湾事務所長　小林秀人
青森県青森市本町３－６－３４

平成18年1月20日 1,830,000

(財)青森県フェリー埠頭公社との間で締結している青森港沖館地
区岸壁（－７．５ｍ）（改良）事業に伴う防衝装置に係る補償は、当
財団が保有していたフェリー埠頭岸壁を国において耐震岸壁に改
修することに伴い、これまで利用してきたフェリーの着岸岸壁が不
足することとなった。当財団と使用調整を行い、新たな防衝装置を
設置することにより、これまでと同様の係船が行えることが判明し
た。よって当該施設の所有者である（財）青森県フェリー埠頭公社
に対してフェリーバースの機能維持に必要な防衝装置設置にかか
る費用の補償を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの（１７年
度限り）
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物品等又は役務の
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7733
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

相馬港ケーソンヤード活用方
策検討調査

小名浜港湾事務所長　滝澤
裕　いわき市小名浜栄町６５

平成18年1月26日 4,305,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7734 (財)沿岸技術研究センター 大船渡港整備方針基礎調査
釜石港湾事務所長　三井道雅
岩手県釜石市港町２－７－２７

平成18年2月6日 4,095,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している、津波対策工技術検
討業務については、想定津波の数値シミュレーションを行い、港湾
空港等における津波対策工の防護効果を検証し、津波対策施設
整備の基礎資料としてとりまとめるものである。本業務を実施する
ためには、中央防災会議等でまとめられる地震活動の長期評価
に知見があることに加え、津波の影響範囲及び対策工の効果をよ
り適切に把握する観点から、一般的に普及している二次元数値シ
ミュレーションではなく、今後はより精度の高い三次元数値シミュ
レーションを活用し、その演算結果について工学的な見地から対
策工効果の可否を判断する高度な専門知識を必要とする。当該
法人は、同法人内に「沿岸防災技術研究所」を有し、沿岸域の開
発、利用、保全及び防災に係る港湾技術に関する豊富な調査研
究実績を誇っており、三次元数値シミュレーション改良に関する共
同研究を実施中であり、沿岸域における防災に関する研究に対
し、より迅速に、より体系的に取り組むことができる唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7735
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

仙台空港ＣＡＬＳ情報作成登録
業務

塩釜港湾・空港整備事務所長
三上圭一　宮城県多賀城市明
月１－４－６

平成18年2月8日 3,570,000

本業務は、東北地方整備局が整備する空港を対象とした空港施
設ＣＡＬＳシステムを構築する一環として、仙台空港の基本・実施
設計資料等の電子化、システム登録に必要な滑走路・誘導路及
びエプロン等各施設の設計条件等各種データを抽出し、システム
に登録を行うとともに、各施設の設計範囲をＣＡＤデータにより作
成し、ＧＩＳデータに変換しシステム登録を行うものである。
本業務を実施するためには、空港施設の設計等に関する各種情
報に精通し、また、空港施設ＣＡＬＳシステム及びＣＡＬＳ／ＥＣやＧ
ＩＳに関する専門知識及び技術力が必要である。
（財）港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾空港建設技術
に関する調査研究及び技術支援業務、港湾空港工事の施工・積
算に関するシステムの開発・普及、港湾空港建設情報データベー
スの整備と情報の提供等多岐にわたる業務を行っており、港湾空
港全般に関する高度な技術力及び知識を備えた法人である。さら
に、空港施設ＣＡＬＳシステムは（財）港湾空港建設技術サービス
センターが開発したものであり、システム全般に関して精通してい
る。　これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他にはなく、
また、その設立目的も本業務の目的と一致している。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項の契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）
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7736
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

港湾の統合及び静脈物流施
策推進方法検討調査

東北地方整備局副局長　成瀬
進　宮城県仙台市青葉区花京
院１－１－２０

平成18年2月9日 13,440,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾利
用促進調査については、港湾空間における陸・海・空の交通体系
を活用した効率的な物流体系の構築について検討を行うものであ
る。本調査の実施にあたっては、全国の港の現況、本船から荷主
までの各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨物の流
動情報など豊富な知識と幅広い知見を有する必要がある。また、
荷主への企業ヒアリングなど、港湾関係者の利害に関わる個人情
報を取り扱うことから、公平かつ公益的立場にあり、十分な機密保
持能力を保持した機関である必要がある。当該法人は、公益法人
として公平・中立的立場での調査が可能であり、また、同者は「コ
ンテナ流動化調査」等の同種の調査をこれまで多数実施してお
り、本調査の実施に必要となる全国の港湾の現況、本船から荷主
までをつなぐ各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨
物流動情報等の豊富な知識と幅広い知見を有する唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7737
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

仙台空港サウス地区外用地
造成工事発注基礎資料作成

塩釜港湾・空港整備事務所長
三上圭一　宮城県多賀城市明
月１－４－６

平成18年2月15日 2,205,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、発注
者支援業務は、当該工事に関する発注関係各種技術資料の作成
を行うものである。本業務の目的を達成するためには、港湾・空港
工事の施工事例や技術資料及び海上施工技術などの知識が求
められる。また、本業務の成果は、発注図書の一部に使用するこ
とから、特定の利害関係者の影響を受けない中立的・公平的な立
場が必要とされる。当該法人は港湾・海岸・空港建設事業の施工
に関わる技術及びシステムに関する調査研究の推進を目的に設
立された公益法人であり、建設事業の施工事例や技術資料を豊
富に蓄積していることに加え、当該事業の実施に係る豊富な経験
を持つ有識者を多数有している。以上により、当該法人が中立的・
公平的な立場で業務が遂行出来る唯一の機関であり、競争を許さ
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

7738
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

仙台空港アクセス鉄道建設記
録整理

塩釜港湾・空港整備事務所長
三上圭一　宮城県多賀城市明
月１－４－６

平成18年2月15日 4,305,000

本業務は、アクセス鉄道建設に関わる歴史・技術・知識等を集積
した行政史を作成することを目的としている。
今後の空港行政を担う職員へ引き継いでいくための技術資料とし
て、計画、調査、設計、工事の記録を収集し整理を行うものであ
る。
本業務を実施するためには、関係法規・空港工事の施工計画及
び管理・積算等の熟知に加え、豊富な空港工事の経験を有しその
施工管理等に精通していること、ならびに専門知識を必要とする。
また、中立的な立場での視点による業務遂行が求められる。
（財）港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾空港建設技術
に関する調査研究及び技術支援業務、港湾空港工事の施工・積
算に関するシステムの開発・普及、港湾空港建設情報データベー
スの整備と情報の提供等多岐にわたる業務を行っており、港湾空
港全般に関する高度な技術力及び知識を備えた法人である。これ
らの条件を満たす機関は当該法人をおいて他にはなく、また、そ
の設立目的も本業務の目的と一致している。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項の契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7739 (財)沿岸技術研究センター 久慈港情報表示盤改良検討
釜石港湾事務所長　三井道雅
岩手県釜石市港町２－７－２７

平成18年2月16日 4,189,500

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7740
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

相馬港３号埠頭地区岸壁（－
１２ｍ）実施設計

小名浜港湾事務所長　滝澤
裕　いわき市小名浜栄町６５

平成18年2月22日 1,239,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、発注
者支援業務は、当該工事に関する発注関係各種技術資料の作成
を行うものである。本業務の目的を達成するためには、港湾・空港
工事の施工事例や技術資料及び海上施工技術などの知識が求
められる。また、本業務の成果は、発注図書の一部に使用するこ
とから、特定の利害関係者の影響を受けない中立的・公平的な立
場が必要とされる。当該法人は港湾・海岸・空港建設事業の施工
に関わる技術及びシステムに関する調査研究の推進を目的に設
立された公益法人であり、建設事業の施工事例や技術資料を豊
富に蓄積していることに加え、当該事業の実施に係る豊富な経験
を持つ有識者を多数有している。以上により、当該法人が中立的・
公平的な立場で業務が遂行出来る唯一の機関であり、競争を許さ
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

7741
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

小名浜港東港地区護岸（防
波）外実施設計

小名浜港湾事務所長　滝澤
裕　いわき市小名浜栄町６５

平成18年2月28日 2,730,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、発注
者支援業務は、当該工事に関する発注関係各種技術資料の作成
を行うものである。本業務の目的を達成するためには、港湾・空港
工事の施工事例や技術資料及び海上施工技術などの知識が求
められる。また、本業務の成果は、発注図書の一部に使用するこ
とから、特定の利害関係者の影響を受けない中立的・公平的な立
場が必要とされる。当該法人は港湾・海岸・空港建設事業の施工
に関わる技術及びシステムに関する調査研究の推進を目的に設
立された公益法人であり、建設事業の施工事例や技術資料を豊
富に蓄積していることに加え、当該事業の実施に係る豊富な経験
を持つ有識者を多数有している。以上により、当該法人が中立的・
公平的な立場で業務が遂行出来る唯一の機関であり、競争を許さ
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入
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7742 (財)沿岸技術研究センター
沿岸気象海象情報予測解析
等調査　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年4月1日 23,415,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している沿岸気象海象情報
予測解析業務については、港湾・空港及び海岸における施設の
調査・計画・設計・管理・保全及び利用並びに工事等の実施の際
に必要不可欠な気象海象情報及び台風等非常時の港湾・海岸に
おける管理情報を充実させ、災害防止対策の確立を図るため、精
度の高い波浪予測データを取得するものである。そのため、本業
務の目的を確実に実施するためには、過去からの大量な波浪観
測データの蓄積とリアルタイムの波浪観測データの取得が必要不
可欠である。沿岸気象海象情報配信システム（COMEINS）は、国
土交通省港湾局の全国港湾海洋波浪情報網（ＮＯＷＰＨＡＳ）の波
浪観測データと、気象庁の予報及び観測情報をもとに独自の解析
を行い、波浪観測情報をリアルタイムで配信するシステムである。
このシステムは、昭和５６年の運輸技術審議会１１号答申「１９８０
年代における海洋調査の推進」において、「沿岸波浪観測網等か
ら得られる膨大な量の沿岸波浪データの蓄積を行い、工学的、統
計的利用のための解析及び提供を行う沿岸波浪センター（仮称）
を整備する。」とされたのを受けて、当該法人内に設立された波浪
情報部が開発したものであり、日本沿岸域の予測値を検証、補正
して精度の高い波浪予測、波浪実況を提供するとともに、台風接
近時の港湾の高浪予測や潮位予測をリアルタイムで行うシステム
を構築しているのは、COMEINSのみである。また、過去においても
その予測精度が高く評価できるものであることから、本業務を達成
する唯一のシステムであり、著作権を有しており、競争を許さない
ことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（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
（１９年度以降一般競
争入札に移行）

7743
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

工事帳票管理システム運用支
援業務　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年4月1日 15,015,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、工事
帳票管理システム運用支援業務については、管内において港湾Ｃ
ＡＬＳを運用するために必要となる、「工事帳票管理システム」の導
入・設定及び運用支援等（操作支援、説明会等）を実施するもので
ある。本業務を的確に遂行するためには、「工事帳票管理システ
ム」を熟知していることが必須要件であるとともに、工事帳票管理
システムを利用する多数の工事請負者（第三者）に対し中立性・
公平性を持って迅速に対処する必要がある。当該法人は、発注及
び施工に係るシステムに関する調査研究及びその開発と普及、並
びに、発注及び施工に係る技術に関する研修会・講習会等の開
催、刊行物の発行等を事業としており、特に本業務の施工に当
たって必要となる、施工に係るシステムに関する開発、及び、施工
に係る技術に関する研修会の開催に関し、高度な技術力と情報
量を有している。さらには、「工事帳票管理システム」を構築すると
ともに当該システムの著作権を有し、各整備局での「工事帳票管
理システム」の導入・設定及び運用支援に携わっており、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

7744
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京国際空港工事検討調査
１式

東京空港整備事務所長　吉永
清人　東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３
－１

平成17年4月1日 28,770,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7745
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京港現場技術業務　１式
東京港湾事務所長　水谷　誠
東京港湾事務所　東京都江東
区青海２－４３

平成17年4月1日 29,295,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7746
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京湾口航路現場技術業務
１式

東京湾口航路事務所長　今
輝蔵　東京湾口航路事務所
横須賀市平成町３－２１－４４

平成17年4月1日 32,970,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7747
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

京浜港現場技術業務　１式
京浜港湾事務所長　和田　耕
造　京浜港湾事務所　横浜市
神奈川区山内町１－２

平成17年4月1日 39,480,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7748
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京国際空港設計検討調査
１式

東京空港整備事務所長　吉永
清人　東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３
－１

平成17年4月1日 41,160,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、発注
者支援業務は、当該工事に関する発注関係各種技術資料の作成
を行うものである。本業務の目的を達成するためには、港湾・空港
工事の施工事例や技術資料及び海上施工技術などの知識が求
められる。また、本業務の成果は、発注図書の一部に使用するこ
とから、特定の利害関係者の影響を受けない中立的・公平的な立
場が必要とされる。当該法人は港湾・海岸・空港建設事業の施工
に関わる技術及びシステムに関する調査研究の推進を目的に設
立された公益法人であり、建設事業の施工事例や技術資料を豊
富に蓄積していることに加え、当該事業の実施に係る豊富な経験
を持つ有識者を多数有している。以上により、当該法人が中立的・
公平的な立場で業務が遂行出来る唯一の機関であり、競争を許さ
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7749
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京国際空港現場技術業務
１式

東京空港整備事務所長　吉永
清人　東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３
－１

平成17年4月1日 47,722,500

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7750
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京湾口航路工事安全対策
業務　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年4月1日 182,700,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、工事
安全対策業務については、当該工事の作業情報等の収集・整理
を行うとともに、工事請負者や関係諸機関との連絡・調整を行うも
のである。本業務の履行にあたっては、当該港湾整備事業に対す
る優れた技術力とともに総合的な知見や経験、当該海域の特殊
性を熟知しているとともに、当局に代わって工事請負者や関係機
関と連絡、調整等の業務を行うことから、中立性・公平性の立場を
もって業務を行うことが必要である。当該法人は港湾・海岸・空港
建設事業の施工に関わる技術及びシステムに関する調査研究の
推進を目的に設立された公益法人であり、航路建設事業の施工
事例や技術資料を豊富に蓄積していることに加え、当該事業の実
施に係る豊富な経験を持つ有識者を多数有しており、それらのノ
ウハウを用いて中立的・公平的な立場で業務が遂行出来る唯一
の機関であり、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項
に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7751 (財)日本気象協会
鹿島港及び常陸那珂港気象
海象装置保守管理　１式

鹿島港湾・空港整備事務所長
村岡　猛　鹿島港湾・空港整備
事務所　鹿嶋市大字粟生２２５
４

平成17年4月1日 4,830,000

(財)日本気象協会との間で締結している気象海象装置保守管理
は、観測機器の保守及び記録整理を行うものである。本業務の実
施にあたっては、港湾構造物を建設するための気象条件を長期
的に把握し、記録する必要があることから当該観測機器の仕様に
精通している必要がある。又記録整理は、観測機器から取得した
データの異常の有無を確認するために独自のノウハウが必要とな
り加えて豊富な知識、判断が求めらるところである。よって競争を
許さないため会計法第２９条の３第４項に該当するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7752 (財)日本航路標識協会
東京湾口航路標識灯保守点
検　１式

東京湾口航路事務所長　今
輝蔵　東京湾口航路事務所
横須賀市平成町３－２１－４４

平成17年4月1日 6,405,000

(財)日本航路標識協会との間で締結している東京湾口航路標識
灯保守点検は、東京湾口航路第三海堡周辺海域に設置している
工事区域を明示するための標示用標識灯の保守点検を実施する
ものである。本調査の実施にあたっては、航路内の特殊性及び標
識灯等に関する管理業務に精通し、航行船舶の航路安全業務に
優れた知識と経験を必要とする。また、当該標識灯は、同航路に
設置されている海上保安庁所管の航路標識と一体となってその機
能を発揮しなければならない。とりわけ大型船舶の航行に重要な
影響を持ち、航路標識法による許可標識として設置しているため、
その管理責任は極めて重大である。当該法人は、これまで同航路
の標識灯保守点検を実施しているため航路の特殊性に精通して
おり、加えて全国の航路標識に関する調査研究等を行う等航路標
識に関する高度な知見を有し、多数の標識灯維持管理業務の経
験を有する唯一の公益法人である。また、平成１２年度から平成１
６年度まで「東京湾口航路標識灯保守点検」を継続して実施して
おり、本業務内容を熟知していることに加え、緊急時における対処
方法が確立されている。以上により、当該法人が本調査を的確か
つ効率的に実施できる唯一の機関であることから、会計法第２９
条の３第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7753 (社)東京湾海難防止協会
東京湾口航路航行安全対策
業務　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年4月1日 139,335,000

(社)東京湾海難防止協会会との間で締結している東京湾口航路
航行安全対策業務は、東京湾口航路整備工事の円滑な実施と工
事安全の確保及び航行船舶の安全確保を図るため、一般航行船
舶等の情報収集及び整理を行い、工事請負者作業情報等の収
集・整理を行うとともに、当局に代わって工事請負者や関係機関と
連絡、調整等の業務を行うものである。実施にあたっては、優れた
技術力とともに、総合的な知見や経験が求められるとともに、当局
に代わって連絡・調整を行うことから、公平性・中立性の立場を
もって業務を行うことが必要である。当該法人は、東京湾における
船舶の航行安全に寄与することを目的に設立された公益法人で
あり、海事に関する専門知識や海上交通の安全確保に関する豊
富な知見を有していることに加え、航行安全行政に精通しているこ
とから、それらのノウハウを用いて公平・中立的な立場で業務が遂
行出来る唯一の機関であり、競争を許さないことから会計法第２９
条３第４項に該当するため。（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
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）

7754 (社)日本潜水協会
京浜港水中部施工状況調査
１式

京浜港湾事務所長　和田　耕
造　京浜港湾事務所　横浜市
神奈川区山内町１－２

平成17年4月1日 7,875,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量
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7755 (独)港湾空港技術研究所
港湾建設事業の実施に関する
研究及び技術開発委託　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年4月1日 3,150,000

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している港湾建設事業の
実施に関する研究及び技術開発委託は、港湾の整備における
様々な技術的課題の解決を目指すものである。本業務は、技術的
課題の背後に存在し、これを支配している自然現象の原理の解明
が大きな役割を果たすため、港湾に関する総合的かつ最新の知
見並びに高度な理学・工学的研究遂行能力を有する必要がある。
本件の中で既設岸壁に関する地盤補強技術に関しては、遠心模
型実験やＦＥＭ解析などを駆使した研究を実施して、改良地盤と軟
弱地盤との相互作用の解明、挙動の評価を十分に進める必要が
ある。当該法人は、長年にわたり軟弱地盤の改良技術、改良地盤
の変形・破壊挙動ならびに軟弱地盤との相互作用に関する研究を
進めてきており、いくつかの地盤改良技術も開発している。また、
本研究では東京湾周辺に来襲する台風の条件を与える必要があ
る。当該法人の所有する確率台風モデルは、高次の自己回帰モ
デルを用いて台風の特性を高精度に再現するプログラムであり、
これを所有するのは当該法人のみであり、著作権を有しており、こ
れに代わるものは存在しない。また本件の中では荷役可否判定シ
ステムを改良して荷役可否情報ネットワークシステムを開発する
が、そのためには長周期波対策法に精通し、かつ船舶の動揺計
算法・評価法を先進的に研究しており、荷役可否判定システムの
研究・確認のために最新の知見を有していることが必要である。さ
らに、当該法人は通常のコンクリート材料の海洋環境下での耐久
性、コンクリート中の鉄筋腐食性状に関する研究を、現地での長
期暴露試験および人工的に海の干満・飛沫を再現可能な施設（海
水循環水槽）を用いて、モニタリングも実施する必要があるが、こ
うした施設や成果を所有するのは当該法人のみである。さらに、
本業務は国の港湾整備事業の実施に直結するとともに今後の港
湾行政の方向性にも大きな影響を与えるものであることから、公
正かつ中立的な立場から業務を行う必要があり、工学的研究の分
野においては、各種港湾水理現象の解明、新しい空港舗装構造
の開発、沿岸域の流れ、水質、底質、生態系等の自然環境の解
明等その研究水準は、国際的な評価を有しており、競争を許さな
いことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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7756 (独)港湾空港技術研究所
東京湾口航路整備事業の実
施に関する研究および技術開
発委託　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年4月1日 26,000,000

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している東京湾口航路整
備事業の実施に関する研究および技術開発委託は、航路の整備
における様々な技術的課題の解決を目指すものである。本業務
は、技術的課題の背後に存在し、これを支配している自然現象の
原理の解明が大きな役割を果たすため、港湾及び航路に関する
総合的かつ最新の知見並びに高度な理学・工学的研究遂行能力
を有する必要がある。本業務の実施に当たっては、当該法人が、
東京湾口のフェリー航路に観測機器を取り付け連続的に採取して
きた観測データ及び当該法人が、継続的に実施しているナウファ
ス観測網の第二海堡およびアシカ島観測データを活用する必要
があるが、同種のデータをもつ者は当該法人以外に存在せず、著
作権を有している。また、同者は、これまで港湾、空港及び航路の
整備に関する総合的な調査研究の実績を数多く有しており、工学
的研究の分野においては、各種港湾水理現象の解明、新しい空
港舗装構造の開発、沿岸域の流れ、水質、底質、生態系等の自
然環境の解明等その研究水準は、国際的な評価を有していること
より、本業務に必要となる高度な研究遂行能力を有している。ま
た、本件委託業務は国の港湾整備事業の実施に直結する業務で
あり、今後の港湾行政に大きな影響を与えうるという業務の性格
上、公正かつ中立的な立場から委託業務を行える機関である必
要がある。独立行政法人港湾空港技術研究所は、独立行政法人
通則法に則って設立された機関であり、公正かつ中立的な立場か
ら研究を実施することとされており競争を許さないことから会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（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)

7757 首都高速道路(株) 高速道路通行料　１式
関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年4月1日 1,043,844

首都高速道路(株)との間で締結している高速道路通行料について
は、首都高速道路（株）が管理する首都高速道路を利用した際の
通行料の支払いであり、競争を許さないことから会計法第２９条の
３第４項に該当するため。（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)

7758 東亜建設工業(株) 土地使用料　１式
東京湾口航路事務所長　今
輝蔵　東京湾口航路事務所
横須賀市平成町３－２１－４４

平成17年4月1日 8,817,325

東亜建設工業（株）と契約締結している土地使用料については、
関東地方整備局で行っている工事において発生した撤去構造物
を仮置きするための土地の使用料である。その土地の選定にあ
たっては、撤去物を引き上げた第三海堡に近く、起重機で引き上
げるため岸壁の直背後に、３，３００ｍ２程度の広さの土地が必要
である。対象である土地の調査検討を行った結果、同者の所有す
る土地以外に適当な土地が存在しないことが判明した。よって他
者との競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7759 東亜建設工業(株)
横浜港南本牧地区灯浮標等
保守管理　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年4月1日 92,190,000

東亜建設工業(株) との間で締結している横浜港南本牧地区灯浮
標等保守管理は、国及び横浜市が行う横浜港南本牧ふ頭建設工
事の安全を確保するため、同港内に設置されている灯浮標等の
保守管理を同市と一元的に行うものである。当該業務については
同地区における灯浮標の保守管理を一元的かつ効率的に実施す
るため同市において、競争契約により決定した当該法人と本業務
の契約を行うものである。よって、競争を許さないことから会計法２
９条の３第４項に該当するため。（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
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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7760
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

東京国際空港環境影響検討
基礎調査　１式

東京空港整備事務所長　吉永
清人　東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３
－１

平成17年4月5日 57,225,000

本調査は、東京国際空港再拡張事業に係る環境影響評価準備書
（案）の取りまとめを行うものである。実施にあたっては、総合的な
港湾・海域環境の創造に関する高度な知見、環境影響評価につ
いての知識を有するとともに、社会的影響を考慮し公平性・公益
性をもって、かつ総合的な知見をもって実施することが不可欠であ
る。当該法人は、港湾・海域環境の創造に必要な技術に関する計
画手法等に関して、総合的・科学的な調査研究を行い、その成果
の普及を通じて港湾環境形成を図ることを目的に設立された公益
法人であることから、公平・公益的な立場での検討が可能である。
また、同者が実施した平成１６年度及び平成１７年度において同
種の調査の成果をもとに実施することも考えられ、施工計画に係
わる海域環境機能等影響評価に関して適切な判断が可能であり
会計法第２９条の３第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7761
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京国際空港漁業実態調査
（その２）　１式

東京空港整備事務所長　吉永
清人　東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３
－１

平成17年4月7日 35,805,000

本調査は、東京湾沿岸域における漁業実態を調査し、必要な資料
を収集整理のうえ分析検討を行い、漁業補償費算定の基礎資料
を作成するものである。当該法人は、港湾・海岸及び空港建設事
業の施工に係る技術及びシステム、事業執行に係る課題に関す
る調査研究の推進並びに事業実施支援を行っており、漁業実態
に関しての分析、検討に高度かつ公平な知見をもって調査可能な
唯一の法人である。また、本調査の成果は、漁業補償費算定の基
礎資料となるため、特定の利害関係者の影響を受けない公平、中
立的立場での実施が求められる。以上により会計法第２９条の３
第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7762
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京国際空港漁業実態調査
１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年4月8日 56,175,000

本調査は、東京湾沿岸域における漁業実態を調査し、必要な資料
を収集整理のうえ分析検討を行い、漁業補償費算定の基礎資料
を作成するものである。実施にあたっては、東京国際空港再拡張
事業及び東京湾内の漁業並びに漁業環境に精通しているととも
に、本調査の成果は、漁業補償費算定の基礎資料となるため、特
定の利害関係者の影響を受けない公平、中立的立場での実施が
求められる。当該法人は、港湾・海岸及び空港建設事業の施工に
係る技術及びシステム、事業執行に係る課題に関する調査研究
の推進並びに事業実施支援を行っており、漁業実態に関しての分
析、検討に高度かつ公平な知見をもって調査可能な唯一の法人
である。以上により会計法第２９条の３第４項の契約の性質又は
目的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）
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7763 (独)港湾空港技術研究所
東京国際空港再拡張事業基
礎調査委託　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年4月8日 192,500,000

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している東京国際空港再
拡張事業基礎調査委託は、東京国際空港再拡張事業における高
度な技術的課題について、調査、研究、技術等を行うものである。
本業務では、長さ４０m、幅３０mの大規模な実験水槽内に羽田空
港周辺地形および隣接する多摩川の模型を作成し、再拡張部が
多摩川の流れを阻害しないことを確認する必要があるが、これだ
けの規模の実験施設で、当該状況を再現できる実験施設は、港
空研が所有する環境インテリジェント水槽以外には存在しない。ま
た、拡張事業では、セメント系固化材を用いた地盤改良工法の採
用が予定されており、その特性や改良地盤の挙動の解明と評価
は非常に重要である。当該研究所では国内最大級の遠心模型実
験装置を有し、セメント系固化材を用いたいくつかの地盤改良技
術を開発するなど本調査に必要な各種の試験・実験装置と豊富な
知見を有している。さらに、本業務には、当該法人のみが所有す
る土質データベースを利用した建設現場周辺の地盤の三次元可
視化が含まれている。本業務を遂行するためには当所所有の「地
層判定プログラム」を使用する必要があるが、土質データベースを
利用して地盤の三次元可視化を行う同様なプログラムは当該「地
層判定プログラム」が本業務を遂行できる唯一のプログラムで著
作権を有しており、これに代わるものは存在しない。なお、本業務
は国の港湾整備事業の実施に直結するとともに、今後の港湾行
政の方向性にも大きな影響を与えるものであることから、公正か
つ中立的な立場から業務を行う必要がある。当該法人は、港湾、
空港及び航路の整備等に関する調査、研究及び技術の開発等を
行うことにより、効率的かつ円滑な港湾、空港及び航路の整備等
に資するとともに、それらに関する技術の向上を図ることを目的と
して設立された独立行政法人であることより、公正・中立性の確保
が可能である。上記理由から当該法人は、本業務の遂行が可能
な唯一の相手方であり、競争を許さないことから会計法第２９条の
３第４項に該当するため。（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)



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7764 (独)港湾空港技術研究所
空港建設事業の実施に関する
研究及び技術開発委託　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年4月11日 31,990,000

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している空港建設事業の
実施に関する研究及び技術開発委託は、空港の整備における
様々な技術的課題の解決を目指すものである。本業務は、技術的
課題の背後に存在し、これを支配している自然現象の原理の解明
が大きな役割を果たすため、空港に関する総合的かつ最新の知
見並びに高度な理学・工学的研究遂行能力を有する必要がある。
この中で空港施設の建設では、実験室内での実験の他に現地ス
ケールの大規模実験などを行い、実際の挙動の把握と評価、建設
後の維持管理技術と整合性の取れた建設技術が非常に重要であ
る。本業務を実施するためには、全国のの港湾等の土質データ及
びこれを処理するプログラムを使用する必要があるが、これを所
有しているの当該法人のみであり、著作権を有している。また、本
件に必要な豊富な実験施設（環境再現試験装置）を有している。さ
らに空港舗装材料への製鋼スラグ固化体の適用の検討を行って
いる研究機関は他に無く、当該法人が本検討を行うことの出来る
唯一の機関である。加えて空港コンクリート舗装の維持管理に関
する研究は空港エプロン版のリフトアップ工法の高度化を図るもの
であり、当該法人のみが所有している特許「沈下したコンクリート
舗装版の扛上方法」および特許「コンクリート舗装の目地構造」が
技術開発のうえで必要不可欠である。さらに、当該法人は、これま
で港湾、空港及び航路の整備に関する総合的な調査研究の実績
を数多く有しており、工学的研究の分野においては、各種港湾水
理現象の解明、新しい空港舗装構造の開発、沿岸域の流れ、水
質、底質、生態系等の自然環境の解明等その研究水準は、国際
的な評価を有している。加えて当該法人は、港湾、空港及び航路
の整備等に関する調査、研究及び技術の開発等を行うことによ
り、効率的かつ円滑な港湾、空港及び航路の整備等に資するとと
もに、それらに関する技術の向上を図ることを目的として設立され
た独立行政法人であることより、公正・中立性の確保が可能であ
る。　上記理由により、当該法人は本業務を実施可能な唯一の者
であり、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当
するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

7765
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京国際空港再拡張事業漁
業影響検討調査　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年4月15日 53,025,000

本調査は、東京国際空港再拡張事業である東京国際空港Ｄ滑走
路の建設及び東京港第一航路浚渫工事を実施することによる、東
京国際空港周辺漁業に対する影響検討を行うものである。本調査
の実施にあたっては、施工計画に基づく工事中及び将来の海域
環境変化と、それによる漁業への影響を中立的な立場で予察、評
価する必要があるため、東京湾内の漁業並びに漁業環境に精通
している必要がある。当該法人は、港湾・空港の建設、維持管理
に係る発注及び施工に関する調査研究について豊富な実績を有
し、さらに、その技術的情報を国・地方公共団体等に提供し、港
湾・空港関係事業を発注するための支援を目的として設立された
公益法人であることより、中立的な立場での調査が可能である。
以上により会計法第２９条の３第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）
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契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7766
(社)日本マリーナ・ビーチ協
会

東京湾における都市型海浜の
通年利用促進方策検討調査
１式

東京港湾事務所長　水谷　誠
東京港湾事務所　東京都江東
区青海２－４３

平成17年4月15日 19,498,500

(社)日本マリーナ・ビーチ協会との間で締結している東京湾におけ
る都市型海浜の通年利用促進方策検討調査は、夏期に集中する
海浜利用と海浜環境への関心の欠如という実態に鑑み、国土交
通省港湾局の施策である「年間を通じた海浜利用」「海浜環境の
啓発普及」の実現のために、商業地及び居住地に隣接する都市
型海浜の通年利用の促進方策について検討するものである。本
調査の実施にあたっては、海浜利用に関する国の施策を十分理
解するとともに、海浜利用に関する十分な知見を有し、海浜環境
問題への取り組みを有することが不可欠であり、港湾管理者や民
間事業者などから業務運営に関わる情報を収集することから公
平・中立的な立場での実施が求められる。当該法人は、長年にわ
たり国、自治体からの多数の調査を受託することにより海浜・海岸
に関する施策展開に貢献している。また、調査研究の内容も、安
全、環境、利用等に視点をあてた海浜、海岸の調査研究を多数実
施してきており、高い評価を得ている。以上により、当該法人が本
調査を円滑かつ効率的に実施できる唯一の機関であり、競争を許
さないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7767
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京国際空港漁業影響検討
基礎調査　１式

東京空港整備事務所長　吉永
清人　東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３
－１

平成17年4月21日 11,550,000

本調査は、東京国際空港再拡張事業の実施に伴う漁業補償費算
定の基礎資料にするため、「平成１６年度東京国際空港漁業影響
検討基礎調査」で当該法人が構築した東京湾の流況等に係るシ
ミュレーションモデルを利用し、再拡張後の将来の東京湾漁業へ
の影響の変化量を予測検討するものである。当該法人は、港湾・
海岸及び空港建設事業の施工に係る技術及びシステム、事業執
行に係る課題に関する調査研究の推進並びに事業実施支援を
行っており、将来の漁業影響変化予測に関しての分析、検討に高
度かつ公平な知見をもって調査可能な唯一の法人である。以上に
より会計法第２９条の３第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7768
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京国際空港漁業実態調査
（その３）　１式

東京空港整備事務所長　吉永
清人　東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３
－１

平成17年4月21日 35,595,000

本調査は、東京湾沿岸域における漁業実態を調査し、必要な資料
を収集整理のうえ分析検討を行い、漁業補償費算定の基礎資料
を作成するものである。当該法人は、港湾・海岸及び空港建設事
業の施工に係る技術及びシステム、事業執行に係る課題に関す
る調査研究の推進並びに事業実施支援を行っており、漁業実態
に関しての分析、検討に高度かつ公平な知見をもって調査可能な
唯一の法人である。また、本調査の成果は、漁業補償費算定の基
礎資料となるため、特定の利害関係者の影響を受けない公平、中
立的立場での実施が求められる。以上により会計法第２９条の３
第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）
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7769 (社)東京湾海難防止協会
東京港臨海道路船舶航行安
全対策調査　１式

東京港湾事務所長　水谷　誠
東京港湾事務所　東京都江東
区青海２－４３

平成17年4月25日 27,090,000

(社)東京湾海難防止協会会との間で締結している東京港臨海道
路船舶航行安全対策調査は、東京港臨海道路の架設工事の実
施に伴い、付近を航行する船舶に及ぼす影響及び船舶航行の安
全確保のために必要な対策について、学識経験者、海事関係者
及び関係官公庁等で構成する委員会を設置し調査、検討するも
のである。よって、本調査の実施にあたっては、海難防止に関する
専門的な知見並びに東京港における船舶の航行管制及び航行実
態に精通していることが不可欠であると共に、特定の利益が片上
がらない公平・中立な業務遂行が求められる。当該法人は、航行
安全に関する各種委員会を設置し種々の検討を行ってきた他、数
多くの海難防止に関する調査研究を通じて東京湾における船舶
の航行実態に精通しているとともに海難防止に関する優れた知見
を有している。また、本調査は、東京都が実施してきた東京港臨海
道路等船舶航行安全対策検討委員会を継続して実施するもので
あり、同委員会において対策の検討、委員会の運営を実施してき
た当該法人が本調査を最も的確かつ円滑に遂行することができ
る。以上により、当該法人は本調査を実施できる唯一の機関であ
り、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7770 (社)日本潜水協会
鹿島港及び常陸那珂港水中
部施工状況調査　１式

鹿島港湾・空港整備事務所長
村岡　猛　鹿島港湾・空港整備
事務所　鹿嶋市大字粟生２２５
４

平成17年4月27日 6,825,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

7771 (財)運輸政策研究機構
東京国際空港再拡張事業の
効率的な事業推進に関する調
査　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年4月28日 9,800,000

　(財)運輸政策研究機構との間で締結している東京国際空港再拡
張事業の効率的な事業推進に関する調査は、東京国際空港再拡
張事業の効率的な事業推進に資するため、当該事業における契
約後のコスト縮減の方策及び技術的事項についての整理及び対
応策について、とりまとめを行うものである。本調査は、「平成14年
度首都圏第3空港調査」の中で行われた「羽田空港再拡張事業工
法評価選定会議」の結論を踏まえ、「東京国際空港再拡張事業の
効率的な事業推進に関する調査」において、事業実施に伴う技術
的課題を検討する「技術検討委員会」及び事業コスト縮減を検討
する「コスト縮減委員会」を設置し、継続的に検討してきているもの
である。実施にあたっては、空港等交通運輸全般にわたる幅広い
知見と優れた技術力を有するとともに、特定の者に有利とならない
よう中立的な立場で業務を行う必要がある。当該法人は、交通運
輸に関する研究、調査、政策に関する豊富な専門的知識を有して
いるとともに、関連調査である「平成16年度東京国際空港再拡張
事業の効率的な事業推進に関する調査」を実施した実績を有する
唯一の者であり。ることから会計法第２９条の３第４項の契約の性
質又は目的が競争を許さない場合に該当するため。（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
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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7772 (財)沿岸技術研究センター
東京国際空港再拡張事業技
術検討調査　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年4月28日 71,400,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7773
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京国際空港再拡張事業の
工事管理に関する調査　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年4月28日 21,525,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7774
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京国際空港漁業実態調査
（その４）　１式

東京空港整備事務所長　吉永
清人　東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３
－１

平成17年4月28日 43,155,000

本調査は、東京湾沿岸域における漁業実態を調査し、必要な資料
を収集整理のうえ分析検討を行い、漁業補償費算定の基礎資料
を作成するものである。当該法人は、港湾・海岸及び空港建設事
業の施工に係る技術及びシステム、事業執行に係る課題に関す
る調査研究の推進並びに事業実施支援を行っており、漁業実態
に関しての分析、検討に高度かつ公平な知見をもって調査可能な
唯一の法人である。また、本調査の成果は、漁業補償費算定の基
礎資料となるため、特定の利害関係者の影響を受けない公平、中
立的立場での実施が求められる。以上により会計法第２９条の３
第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7775 (社)日本港湾協会
東京港長期戦略検討調査　１
式

東京港湾事務所長　水谷　誠
東京港湾事務所　東京都江東
区青海２－４３

平成17年5月9日 8,400,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾長期構想に関する検
討業務については、港湾整備の推進を図るにあたり、利便性の高
い、また魅力ある港湾整備を実施するための整備方針及び将来
像を検討するものである。本業務の実施にあたっては、学識経験
者及び港湾利用者、また市民との積極的な情報交換を実施し、長
期的な戦略を含めた計画の検討が必要であり、港湾の計画や施
設整備、施設管理に関する知識はもとより、親水機能向上や環境
保全に関する幅広い知見を有することが必要である。当該法人
は、港湾に関する資料の収集、港湾政策の総合的な調査・研究を
行い、その成果の普及を通じて港湾施設整備と管理の改善を促
進し、もって産業の振興と貿易の伸展等に寄与するための多岐に
わたる業務を実施しており、また、港湾及び港湾施設を管理してい
る地方公共団体、民間企業、港湾所在市町村が会員となっている
唯一の港湾関係公益法人で、計画策定業務にも精通している。
これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他にはなく、競争
を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7776
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京国際空港漁業実態調査
（その５）　１式

東京空港整備事務所長　吉永
清人　東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３
－１

平成17年5月12日 41,475,000

本調査は、東京湾沿岸域における漁業実態を調査し、必要な資料
を収集整理のうえ分析検討を行い、漁業補償費算定の基礎資料
を作成するものである。当該法人は、港湾・海岸及び空港建設事
業の施工に係る技術及びシステム、事業執行に係る課題に関す
る調査研究の推進並びに事業実施支援を行っており、漁業実態
に関しての分析、検討に高度かつ公平な知見をもって調査可能な
唯一の法人である。また、本調査の成果は、漁業補償費算定の基
礎資料となるため、特定の利害関係者の影響を受けない公平、中
立的立場での実施が求められる。以上により会計法第２９条の３
第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7777
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

東京国際空港環境影響検討
基礎調査（その２）　１式

東京空港整備事務所長　吉永
清人　東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３
－１

平成17年5月16日 58,900,000

本調査は、東京国際空港再拡張事業に係る環境影響評価準備書
（案）の取りまとめを行うものである。実施にあたっては、総合的な
港湾・海域環境の創造に関する高度な知見、環境影響評価につ
いての知識を有するとともに、社会的影響を考慮し公平性・公益
性をもって、かつ総合的な知見をもって実施することが不可欠であ
る。当該法人は、港湾・海域環境の創造に必要な技術に関する計
画手法等に関して、総合的・科学的な調査研究を行い、その成果
の普及を通じて港湾環境形成を図ることを目的に設立された公益
法人であることから、公平・公益的な立場での検討が可能である。
また、同者が実施した平成１６年度及び平成１７年度において同
種の調査の成果をもとに実施することも考えられ、施工計画に係
わる海域環境機能等影響評価に関して適切な判断が可能であり
会計法第２９条の３第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7778
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

技術資料作成　１式
東京湾口航路事務所長　今
輝蔵　東京湾口航路事務所
横須賀市平成町３－２１－４４

平成17年5月23日 210,000 少額随契（会計法第２９条の３第５項、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
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7779 (財)沿岸技術研究センター
東京港臨海道路景観検討調
査　１式

東京港湾事務所長　水谷　誠
東京港湾事務所　東京都江東
区青海２－４３

平成17年5月26日 46,200,000

本調査は、東京港臨海道路（第Ⅱ約4.6㎞）建設に関して学識経験
者等による委員会を開催し、東京港臨海道路を東京港のシンボル
として広く一般市民に親しまれるものにするため景観整備デザイ
ンの検討を行うものである。本調査の実施にあたっては、景観設
備デザインや臨港道路に関する知識を有し、多岐にわたる難易度
の高い技術的検討が必要であるとともに、学識経験者等による委
員会の運営に関する経験を有していることが不可欠である。当該
法人は、沿岸域の開発、利用及び保全に係る港湾技術及び造船
技術並びにこれらに関連する技術に関する調査、試験及び研究を
推進するとともに、海洋、港湾の施設に関する整備マニュアルを
多数発行するなど、豊富な専門知識を有している。また東京国際
空港をはじめとする多数の景観整備デザインの検討実績を有する
とともに、伏木富山港など橋梁形式の臨海道路に関する調査、技
術検討も多数実施しており実績も豊富である。さらに、委員会の運
営及び対応にも豊富な経験があり、本調査を遂行する上で必要な
技術的知見の蓄積と、その知見を有する人材も豊富である。加え
て、本道路は長大橋の形式であり、同種の事業を実施している公
共団体等の景観設備デザイン検討手法を公平かつ公益的な立場
で情報収集できる者が必要であり、かつ、景観設備デザインによ
る経済的な検討が重要であるため、特定の利害関係者の影響を
受けない公平・中立・公益的な立場での実施が求められる。以上
により、当該法人は本調査を円滑かつ効率的に実施できる唯一
の機関であることから、会計法第２９条の３第４項の契約の性質又
は目的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7780
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京国際空港漁業実態調査
（その６）　１式

東京空港整備事務所長　吉永
清人　東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３
－１

平成17年5月26日 38,640,000

本調査は、東京湾沿岸域における漁業実態を調査し、必要な資料
を収集整理のうえ分析検討を行い、漁業補償費算定の基礎資料
を作成するものである。当該法人は、港湾・海岸及び空港建設事
業の施工に係る技術及びシステム、事業執行に係る課題に関す
る調査研究の推進並びに事業実施支援を行っており、漁業実態
に関しての分析、検討に高度かつ公平な知見をもって調査可能な
唯一の法人である。また、本調査の成果は、漁業補償費算定の基
礎資料となるため、特定の利害関係者の影響を受けない公平、中
立的立場での実施が求められる。以上により会計法第２９条の３
第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7781 (財)沿岸技術研究センター
東京港臨海道路鋼床版構造
検討調査　１式

横浜港湾空港技術調査事務
所長　下司　弘之　横浜港湾
空港技術調査事務所　横浜市
神奈川区橋本町２－１－４

平成17年5月27日 29,925,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7782 (社)東京湾海難防止協会
東京湾口航路航行安全対策
調査　１式

東京湾口航路事務所長　今
輝蔵　東京湾口航路事務所
横須賀市平成町３－２１－４４

平成17年5月27日 10,290,000

　(社)東京湾海難防止協会会との間で締結している東京湾口航路
航行安全対策調査は、東京湾口航路整備事業を円滑に遂行する
ため、航路利用者を委員構成の「航行安全対策委員会」を設置
し、中ノ瀬航路及び浦賀水道航路における航行船舶と工事の安
全対策を検討するものである。
　本調査の遂行にあたっては、東京湾における航行船舶の航行実
態及び海難防止対策に精通し、東京湾口航路整備事業を熟知し
ていることと特定の利益に片寄らない公平・中立性な業務遂行が
求められる。当該法人は、東京湾における船舶の航行安全に寄
与することを目的に設立された公益法人であり、海事に関する専
門知識や海上交通の安全確保に関する豊富な知見を有している
ことに加え、航行安全行政に精通している。また、平成１２年度か
ら平成１７年度まで当該調査を受注しているため、当該調査に精
通している。以上により、当該法人が最も的確かつ効率的に実施
できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計法第２９条
の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7783
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

業務資料作成（その２）　１式
京浜港湾事務所長　和田　耕
造　京浜港湾事務所　横浜市
神奈川区山内町１－２

平成17年6月2日 816,900 少額随契（会計法第２９条の３第５項、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
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7784 (財)沿岸技術研究センター
東京港臨海道路鋼床版構造
解析調査　１式

横浜港湾空港技術調査事務
所長　下司　弘之　横浜港湾
空港技術調査事務所　横浜市
神奈川区橋本町２－１－４

平成17年6月10日 43,575,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7785 (財)沿岸技術研究センター
東京国際空港国際線地区エプ
ロン等整備等事業に関する技
術検討調査　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年6月14日 71,500,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7786
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

千葉港湾現場技術業務　１式
千葉港湾事務所長　渡邊　清
朗　千葉港湾事務所　千葉市
中央区中央港１－１１－２

平成17年6月16日 4,095,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7787
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

都市臨海部における自然再生
型事業検討調査　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年6月21日 4,998,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7788
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

東京国際空港環境影響検討
基礎調査（その３）　１式

東京空港整備事務所長　吉永
清人　東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３
－１

平成17年6月23日 58,800,000

本調査は、東京国際空港再拡張事業に係る環境影響評価準備書
（案）の取りまとめを行うものである。実施にあたっては、総合的な
港湾・海域環境の創造に関する高度な知見、環境影響評価につ
いての知識を有するとともに、社会的影響を考慮し公平性・公益
性をもって、かつ総合的な知見をもって実施することが不可欠であ
る。当該法人は、港湾・海域環境の創造に必要な技術に関する計
画手法等に関して、総合的・科学的な調査研究を行い、その成果
の普及を通じて港湾環境形成を図ることを目的に設立された公益
法人であることから、公平・公益的な立場での検討が可能である。
また、同者が実施した平成１６年度及び平成１７年度において同
種の調査の成果をもとに実施することも考えられ、施工計画に係
わる海域環境機能等影響評価に関して適切な判断が可能であり
会計法第２９条の３第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7789 国土環境(株)
百里飛行場環境対策検討調
査　１式

鹿島港湾・空港整備事務所長
村岡　猛　鹿島港湾・空港整備
事務所　鹿嶋市大字粟生２２５
４

平成17年6月23日 6,300,000

国土環境(株)との間で締結している百里飛行場環境対策検討調
査は、百里飛行場民間共用化事業が環境に及ぼす影響につい
て、環境影響評価書に基づき専門家からなる委員会を設置し、環
境技術資料を作成するものである。当該法人は、過去に上記評価
書を作成しており、内容及び将来計画まで熟知していることから、
業務の円滑な遂行及びコスト削減が見込まれる。よって競争を許
さないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7790 (財)沿岸技術研究センター
東京港臨海道路上部工構造
検討調査　１式

横浜港湾空港技術調査事務
所長　下司　弘之　横浜港湾
空港技術調査事務所　横浜市
神奈川区橋本町２－１－４

平成17年6月24日 44,415,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7791
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

関東地域の港湾における物流
体系のあり方に関する調査　１
式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年6月24日 30,187,500

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾利
用促進調査については、港湾空間における陸・海・空の交通体系
を活用した効率的な物流体系の構築について検討を行うものであ
る。本調査の実施にあたっては、全国の港の現況、本船から荷主
までの各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨物の流
動情報など豊富な知識と幅広い知見を有する必要がある。また、
荷主への企業ヒアリングなど、港湾関係者の利害に関わる個人情
報を取り扱うことから、公平かつ公益的立場にあり、十分な機密保
持能力を保持した機関である必要がある。当該法人は、公益法人
として公平・中立的立場での調査が可能であり、また、同者は「コ
ンテナ流動化調査」等の同種の調査をこれまで多数実施してお
り、本調査の実施に必要となる全国の港湾の現況、本船から荷主
までをつなぐ各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨
物流動情報等の豊富な知識と幅広い知見を有する唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7792
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京国際空港橋梁補強施工
法検討調査　１式

東京空港整備事務所長　吉永
清人　東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３
－１

平成17年6月24日 2,992,500

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7793
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

空港土木工事施工情報調査
１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年6月24日 6,825,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、工事
実施に関する各種基準、ガイドラインの検討・作成業務について
は、港湾・海岸工事の積算・施工に関する豊富な知見を有するとと
もに、特定の者に有利にならないよう、業界団体と一線を画した中
立的・公平的な立場で適切な対応を行うことが必要であり、競争を
許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7794 (財)沿岸技術研究センター
東京港臨海道路施設管理検
討調査　１式

東京港湾事務所長　水谷　誠
東京港湾事務所　東京都江東
区青海２－４３

平成17年7月5日 19,950,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7795 (社)日本埋立浚渫協会
東京湾口航路開発保全航路
における施設管理検討調査
１式

東京湾口航路事務所長　今
輝蔵　東京湾口航路事務所
横須賀市平成町３－２１－４４

平成17年7月6日 13,125,000

　(社)日本埋立浚渫協会との間で締結している東京湾口航路開発
保全航路における施設管理検討調査は、開発保全航路における
海難事故等災害時の処理及び応急対策を円滑に行うため、沈没
船撤去マニュアルを作成するとともに、併せて現地訓練を実施し、
その検討を行うものである。
　本調査の検討に際しては、災害時の緊急的な対策に係る必要な
建設資機材、技術者及び労働力並びに実施体制を予め把握して
いることと、災害時に当局の緊急的な出動要請に対し、速やかに
対応できる組織であることが重要である。また、港湾工事全般に
高度な知見と専門的な技術と公平性が必要とされる。当該法人
は、港湾における土地造成及び諸施設の建設に関する施工の調
査研究、水中工作物に関する調査研究、及び作業船等の調査研
究を行っており、港湾工事全般に高度な知見と専門的な技術、多
くの情報を集積している。また、災害時における運用に関しては、
「関東地方整備局港湾空港部所管区域における災害時の応急対
策業務に関する協定書」により、同協会の会員と契約することに
なっているとともに、京浜港湾事務所発注「平成13年度横浜港浮
体式防災基地利用検討調査」を実施するなど、災害発生時におけ
る実施検討に精通している。以上により、当該法人が本調査を最
も的確かつ効率的に実施できる唯一の機関であり、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。（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
（１９年度以降一般競
争入札に移行）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7796
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京国際空港漁業実態調査
（その７）　１式

東京空港整備事務所長　吉永
清人　東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３
－１

平成17年7月14日 47,250,000

本調査は、東京湾沿岸域における漁業実態を調査し、必要な資料
を収集整理のうえ分析検討を行い、漁業補償費算定の基礎資料
を作成するものである。当該法人は、港湾・海岸及び空港建設事
業の施工に係る技術及びシステム、事業執行に係る課題に関す
る調査研究の推進並びに事業実施支援を行っており、漁業実態
に関しての分析、検討に高度かつ公平な知見をもって調査可能な
唯一の法人である。また、本調査の成果は、漁業補償費算定の基
礎資料となるため、特定の利害関係者の影響を受けない公平、中
立的立場での実施が求められる。以上により会計法第２９条の３
第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7797
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京国際空港漁業実態調査
（その８）　１式

東京空港整備事務所長　吉永
清人　東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３
－１

平成17年7月21日 33,705,000

本調査は、東京湾沿岸域における漁業実態を調査し、必要な資料
を収集整理のうえ分析検討を行い、漁業補償費算定の基礎資料
を作成するものである。当該法人は、港湾・海岸及び空港建設事
業の施工に係る技術及びシステム、事業執行に係る課題に関す
る調査研究の推進並びに事業実施支援を行っており、漁業実態
に関しての分析、検討に高度かつ公平な知見をもって調査可能な
唯一の法人である。また、本調査の成果は、漁業補償費算定の基
礎資料となるため、特定の利害関係者の影響を受けない公平、中
立的立場での実施が求められる。以上により会計法第２９条の３
第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7798
(社)港湾荷役機械システム
協会

港湾工事補助施設機械技術
調査　１式

横浜港湾空港技術調査事務
所長　下司　弘之　横浜港湾
空港技術調査事務所　横浜市
神奈川区橋本町２－１－４

平成17年7月22日 5,722,500

(社)港湾荷役機械システム協会との間で締結している港湾工事補
助施設機械技術調査は、港湾工事で使用する当局所有の機械設
備を良好な状態で使用するための定期的な修理工事に関する技
術調査を行うものである。本調査の成果は、今後の維持更新計画
に直結することから、特定の者に有利とならないよう公平性、中立
性をもって業務を行うことが不可欠である。当該法人は、港湾荷役
機械及び運用システム並びに港湾工事用機械の性能向上及び開
発を図ることを目的とした公益法人で、これまでに各種クレーンを
はじめ港湾工事用機械の設計や保守管理基準の作成、機能調
査、耐震性調査等の業務を実施した実績を有し、これら機械設備
について十分な知識を保持しており、本業務を的確かつ効率的に
実施でき、公平性・客観性についても確保されている唯一の機関
であり、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当
するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7799 (社)日本港湾協会
東京湾口航路危機管理調査
１式

東京湾口航路事務所長　今
輝蔵　東京湾口航路事務所
横須賀市平成町３－２１－４４

平成17年7月22日 34,650,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾保安総合訓練に関す
る検討業務については、米国同時多発テロを受けて、世界中の船
舶所有者、港湾管理者等に保安の確保のための措置を義務付け
た海上人命安全条約及びその国内法である「国際航海船舶及び
国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づく、港湾保安
総合訓練のあり方と具体的な訓練実施計画の作成方法を検討
し、当該港湾をモデルケースとして保安事態の疑似想定による訓
練を行うものであり、当該業務内容の漏洩は、実効性を伴うテロ
計画の構築やテロ行為の実行に利用されるおそれがあるため、極
めて機密性が高いものである。本業務の実施にあたっては、港湾
保安に関する機密情報の保全を講じつつ、起こりうる保安事態に
対応した訓練シナリオの検討を行う必要があることから、秘密保
全の組織体制が十分整備されているとともに、港湾における管
理・運営に関する総合的な知識や実態の把握、保安措置に関す
る幅広い知見と情報を有することが不可欠である。当該法人は、
港湾に関する資料の収集、港湾政策の総合的な調査・研究を行
い、その成果の普及を通じて港湾施設整備と管理の改善を促進
し、もって産業の振興と貿易の伸展等に寄与するための多岐にわ
たる業務を行っており、また、「港湾保安対策室」を設置し、港湾保
安業務に関する専門知識を豊富に有しているとともに、秘密の保
全を講じつつ業務を実施するための十分な組織体制が整ってい
る。加えて港湾管理者等を会員としており、港湾にかかる調査・計
画・整備・管理・運営等の総合かつ高度な情報の蓄積がある。ま
た、平成１６年度において「国際港湾施設保安対策検討調査」等
の調査を実施し、港湾の保安措置に関する高度な知見、ノウハウ
を有している。これらの情報は特に守秘義務を要するものである
ため、特定の団体以外にこれらの情報を扱わせることはできず、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。（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)

7800 (社)日本作業船協会
港湾工事補助施設船舶技術
調査　１式

横浜港湾空港技術調査事務
所長　下司　弘之　横浜港湾
空港技術調査事務所　横浜市
神奈川区橋本町２－１－４

平成17年7月22日 5,145,000

(社)日本作業船協会との間で締結している港湾工事補助施設船
舶技術調査は、港湾工事等で使用する当局所有の作業船を良好
な状態で使用するための定期的な修理工事に関する技術調査を
行うものである。本調査の成果は、今後の維持更新計画に直結す
ることから、特定の者に有利とならないよう公平性、中立性をもっ
て業務を行うことが不可欠である。当該法人は、作業船及び作業
船に関する機械設備の技術向上及び開発を図ることを目的とした
公益法人で、これまでに作業船設計基準の作成や各種作業船の
構造設計、老朽化調査等の業務を実施した実績を有し、作業船に
ついて十分な知識を保持しており、本業務を的確かつ効率的に実
施でき、公平性・客観性についても確保されている唯一の機関で
あり、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7801
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

NPO等ネットワーク形成効果
検討調査　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年7月26日 24,675,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結されている、地域
活性化検討業務については、港湾施設を利用した地域活性化を
テーマとして、港湾やその周辺における諸施設の活用方策につい
て、地域住民団体等が主催して実施する取り組みの助言や検証
を経て、具体策を検討し提案するものである。当該法人は、ＮＰＯ
助成活動を通じ、各地域活動団体の活動内容を熟知している。ま
た、本業務の実施に当たっては、教育関係者やＮＰＯ法人等さま
ざまな主体と連携をとりながら、長期にわたる環境学習への問い
合わせに的確な指導ができる体制作りが求められることから、中
立的・公平的な立場から業務を行う必要がある。これらの条件を
満たす機関は当該法人をおいて他になく、競争をゆるさないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7802
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

発注方式に係る業務検討調査
１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年7月29日 4,725,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、技術
提案審査等補助業務については、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のかかった公務員（国土交
通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門
的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益
法人に履行させる必要があり、競争を許さないことから、会計法第
２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7803
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京国際空港国際線地区エプ
ロン等整備等事業に関する施
工基礎調査　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年7月29日 37,065,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7804 (社)日本埋立浚渫協会
川崎港浮体式防災基地利用
検討調査　１式

京浜港湾事務所長　和田　耕
造　京浜港湾事務所　横浜市
神奈川区山内町１－２

平成17年7月29日 22,785,000

(社)日本埋立浚渫協会との間で締結している川崎港浮体式防災
基地利用検討調査は、横浜港中央地区に係留されている浮体式
防災基地の災害発生時における使用を想定して実施検討を行
い、防災基地としての利用上の習熟並びに課題の抽出及び検討
を行うものである。当該施設は、通常時は横浜港内で係留施設と
して使用されるが、東京湾内において激甚災害が発生した場合に
は、被災地に近い岸壁まで曳航され、防災基地として被災地救援
活動に利用するものである。従って、災害発生後直ちに出動でき
ることが重要な要件となっている。当該法人は、港湾における土地
造成及び諸施設の建設に関する施工の調査研究、水中工作物に
関する調査研究、及び作業船等の調査研究を行っており、港湾工
事全般に高度な知見と専門的な技術、多くの情報を集積してい
る。また、当該施設の災害時における利用に関して、当該法人と
「関東地方整備局港湾空港部所管区域における災害時の応急対
策業務に関する協定書」を結んでいる。以上により、災害時に応
急対策業務の円滑を期する本調査については、当該法人が最も
的確かつ効率的に実施できる唯一の機関であり、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7805 (財)沿岸技術研究センター
横須賀港高潮対策検討調査
１式

京浜港湾事務所長　和田　耕
造　京浜港湾事務所　横浜市
神奈川区山内町１－２

平成17年8月1日 37,170,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している、高潮対策工技術検
討業務については、港湾空港等における高潮対策工の防護効果
を検証し、高潮対策施設整備の基礎資料としてとりまとめるもので
ある。本業務を実施するためには、高潮対策に対する豊富な知識
を有し、現在普及している非線形長波理論の二次元モデルに海水
の密度構造及びウェーブ・セットアップを考慮した準三次元モデル
を活用してより精度の高い浸水予測などを行い、その検討結果に
ついて工学的な見地から対策工の防護効果の可否を判断する高
度な専門知識を必要とする。当該法人は、同法人内に「沿岸防災
技術研究所」を有し、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る
港湾技術に関する豊富な調査研究実績を誇っており、また海水の
密度構造等を考慮した準三次元モデルを開発しており、沿岸域に
おける防災に関する研究に対し、より迅速に、より体系的に取り組
むことができる唯一の者であり、準三次元モデルの著作権を有し
ており、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当
するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7806
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京湾口航路技術資料作成
１式

東京湾口航路事務所長　今
輝蔵　東京湾口航路事務所
横須賀市平成町３－２１－４４

平成17年8月3日 2,205,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、発注
者支援業務は、当該工事に関する発注関係各種技術資料の作成
を行うものである。本業務の目的を達成するためには、港湾・空港
工事の施工事例や技術資料及び海上施工技術などの知識が求
められる。また、本業務の成果は、発注図書の一部に使用するこ
とから、特定の利害関係者の影響を受けない中立的・公平的な立
場が必要とされる。当該法人は港湾・海岸・空港建設事業の施工
に関わる技術及びシステムに関する調査研究の推進を目的に設
立された公益法人であり、建設事業の施工事例や技術資料を豊
富に蓄積していることに加え、当該事業の実施に係る豊富な経験
を持つ有識者を多数有している。以上により、当該法人が中立的・
公平的な立場で業務が遂行出来る唯一の機関であり、競争を許さ
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

7807
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京国際空港漁業実態調査
（その９）　１式

東京空港整備事務所長　吉永
清人　東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３
－１

平成17年8月4日 19,635,000

本調査は、東京湾沿岸域における漁業実態を調査し、必要な資料
を収集整理のうえ分析検討を行い、漁業補償費算定の基礎資料
を作成するものである。当該法人は、港湾・海岸及び空港建設事
業の施工に係る技術及びシステム、事業執行に係る課題に関す
る調査研究の推進並びに事業実施支援を行っており、漁業実態
に関しての分析、検討に高度かつ公平な知見をもって調査可能な
唯一の法人である。また、本調査の成果は、漁業補償費算定の基
礎資料となるため、特定の利害関係者の影響を受けない公平、中
立的立場での実施が求められる。以上により会計法第２９条の３
第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7808 (社)海洋調査協会
常陸那珂港外海象観測データ
信頼性維持検討調査　１式

横浜港湾空港技術調査事務
所長　下司　弘之　横浜港湾
空港技術調査事務所　横浜市
神奈川区橋本町２－１－４

平成17年8月5日 24,675,000

(社)海洋調査協会との間で締結している海象観測デ－タ信頼性維
持検討調査は管内に設置されている海象観測装置のデータ品質
を維持するために、海象観測装置の調査を実施し、海象観測装置
の総合所見と次年度の検討を行うものである。本業務を実施する
にあたっては、各観測地点の特性、設置状況及び観測目的等を
熟知し、信頼性の高いデータを確保するため観測データの適切な
評価が行えるとともに、海象観測装置の構造及び海象観測システ
ムの機能等についても熟知している必要がある。同法人は当該海
象観測装置の研究開発を行い、海洋調査のための技術マニュア
ルや安全管理指針等の作成も手がけていることから、信頼性の高
い観測データを常に公平かつ公正に提供するための技術維持と、
観測データの精度を確保するための海象観測装置の調整点検技
術を有している唯一の者であり、競争を許さないことから会計法第
２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7809
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

海辺の空間利用に関する実態
調査　１式

京浜港湾事務所長　和田　耕
造　京浜港湾事務所　横浜市
神奈川区山内町１－２

平成17年8月8日 2,940,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結されている、地域
活性化検討業務については、港湾施設を利用した地域活性化を
テーマとして、港湾やその周辺における諸施設の活用方策につい
て、地域住民団体等が主催して実施する取り組みの助言や検証
を経て、具体策を検討し提案するものである。当該法人は、ＮＰＯ
助成活動を通じ、各地域活動団体の活動内容を熟知している。ま
た、本業務の実施に当たっては、教育関係者やＮＰＯ法人等さま
ざまな主体と連携をとりながら、長期にわたる環境学習への問い
合わせに的確な指導ができる体制作りが求められることから、中
立的・公平的な立場から業務を行う必要がある。これらの条件を
満たす機関は当該法人をおいて他になく、競争をゆるさないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7810
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

京浜港業務資料作成（その２）
１式

京浜港湾事務所長　和田　耕
造　京浜港湾事務所　横浜市
神奈川区山内町１－２

平成17年8月8日 2,982,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、発注
者支援業務は、当該工事に関する発注関係各種技術資料の作成
を行うものである。本業務の目的を達成するためには、港湾・空港
工事の施工事例や技術資料及び海上施工技術などの知識が求
められる。また、本業務の成果は、発注図書の一部に使用するこ
とから、特定の利害関係者の影響を受けない中立的・公平的な立
場が必要とされる。当該法人は港湾・海岸・空港建設事業の施工
に関わる技術及びシステムに関する調査研究の推進を目的に設
立された公益法人であり、建設事業の施工事例や技術資料を豊
富に蓄積していることに加え、当該事業の実施に係る豊富な経験
を持つ有識者を多数有している。以上により、当該法人が中立的・
公平的な立場で業務が遂行出来る唯一の機関であり、競争を許さ
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

7811
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

東京国際空港環境影響評価
技術支援調査　１式

東京空港整備事務所長　吉永
清人　東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３
－１

平成17年8月11日 58,275,000

本調査は、東京国際空港再拡張事業に係る環境影響評価準備書
（案）の取りまとめを行うものである。実施にあたっては、総合的な
港湾・海域環境の創造に関する高度な知見、環境影響評価につ
いての知識を有するとともに、社会的影響を考慮し公平性・公益
性をもって、かつ総合的な知見をもって実施することが不可欠であ
る。当該法人は、港湾・海域環境の創造に必要な技術に関する計
画手法等に関して、総合的・科学的な調査研究を行い、その成果
の普及を通じて港湾環境形成を図ることを目的に設立された公益
法人であることから、公平・公益的な立場での検討が可能である。
また、同者が実施した平成１６年度及び平成１７年度において同
種の調査の成果をもとに実施することも考えられ、施工計画に係
わる海域環境機能等影響評価に関して適切な判断が可能であり
会計法第２９条の３第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）
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物品等又は役務の
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7812
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

川崎港基幹的広域防災拠点
緊急輸送道路整備検討調査
１式

京浜港湾事務所長　和田　耕
造　京浜港湾事務所　横浜市
神奈川区山内町１－２

平成17年8月19日 33,810,000

平成１７年２月に中央防災協議会、首都直下型地震対策専門調
査会より、首都直下型地震の被害想定が発表され、広域的な大
規模災害に対する港湾の取組が重大な課題となっている。本調査
は、関東地域の港湾における防災・安全に関する既往資料や各
種統計の最新データの収集整理及び分析を行うとともに、地震、
海難事故、テロ等の各々における事態想定を行い、関東地域の
港湾の防災対策・安全対策に係る目標及び目標達成のための施
策等の検討を行うものである。本調査の実施にあたっては、効率
的且つ効果的に実施するために、防災に係る港湾の種々の事情
をはじめ、広く港湾空間全般の行政的専門知識及び技術的知識
を包括的に有し、総合的・科学的に調査・分析することが求められ
る。また、関東地域の港湾が担う防災対策・安全対策についての
将来の目標を検討する際に、特定の利害関係の影響を避けるた
めにも、公平且つ公益的立場であることが必要とされる。（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
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7813
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京港現場技術業務（その２）
１式

東京港湾事務所長　水谷　誠
東京港湾事務所　東京都江東
区青海２－４３

平成17年8月19日 28,245,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7814
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

千葉港湾現場技術業務（その
２）　１式

千葉港湾事務所長　渡邊　清
朗　千葉港湾事務所　千葉市
中央区中央港１－１１－２

平成17年8月29日 5,386,500

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7815
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

船舶への陸上電力供給検討
調査　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年8月30日 10,920,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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7816
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

常陸那珂港現場技術業務　１
式

鹿島港湾・空港整備事務所長
村岡　猛　鹿島港湾・空港整備
事務所　鹿嶋市大字粟生２２５
４

平成17年8月31日 7,770,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7817 (財)沿岸技術研究センター
鹿島港航路埋没対策技術検
討調査　１式

鹿島港湾・空港整備事務所長
村岡　猛　鹿島港湾・空港整備
事務所　鹿嶋市大字粟生２２５
４

平成17年9月2日 12,075,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7818
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京湾口航路漁業環境影響
調査　１式

東京湾口航路事務所長　今
輝蔵　東京湾口航路事務所
横須賀市平成町３－２１－４４

平成17年9月7日 32,550,000

　本調査は、東京湾口航路整備事業の実施にあたり、東京湾内の
漁業影響及び漁場環境に係る資料をとりまとめ、対象となる団体
の最新の状況を把握した上で検討を行い、事業の円滑な遂行に
資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。
　本調査の遂行にあたっては、漁業及び漁場環境に係る資料の
編集・検討能力及び対象となる団体の状況把握が必要不可欠で
あり、海上工事と密接な関連を持つ漁業についても豊富な知識・
検討能力を兼ね備えていることが必要とされる。当該法人は港
湾・海岸・空港建設事業の施工に関わる技術及びシステムに関す
る調査研究の推進を目的に設立された公益法人であり、海上工
事の施工事例や技術資料を豊富に蓄積していることに加え、海上
工事と密接な関連を持つ漁業についても豊富な知識・検討能力を
有している唯一の機関であることから、会計法第２９条の３第４項
の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。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7819
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

閉鎖性海域における底質改善
効果に関する検討調査　１式

横浜港湾空港技術調査事務
所長　下司　弘之　横浜港湾
空港技術調査事務所　横浜市
神奈川区橋本町２－１－４

平成17年9月9日 11,791,500

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7820 (財)沿岸技術研究センター
東京国際空港耐震総合検討
調査　１式

横浜港湾空港技術調査事務
所長　下司　弘之　横浜港湾
空港技術調査事務所　横浜市
神奈川区橋本町２－１－４

平成17年9月16日 53,288,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している、津波対策工技術検
討業務については、想定津波の数値シミュレーションを行い、港湾
空港等における津波対策工の防護効果を検証し、津波対策施設
整備の基礎資料としてとりまとめるものである。本業務を実施する
ためには、中央防災会議等でまとめられる地震活動の長期評価
に知見があることに加え、津波の影響範囲及び対策工の効果をよ
り適切に把握する観点から、一般的に普及している二次元数値シ
ミュレーションではなく、今後はより精度の高い三次元数値シミュ
レーションを活用し、その演算結果について工学的な見地から対
策工効果の可否を判断する高度な専門知識を必要とする。当該
法人は、同法人内に「沿岸防災技術研究所」を有し、沿岸域の開
発、利用、保全及び防災に係る港湾技術に関する豊富な調査研
究実績を誇っており、三次元数値シミュレーション改良に関する共
同研究を実施中であり、沿岸域における防災に関する研究に対
し、より迅速に、より体系的に取り組むことができる唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7821
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京国際空港工事検討調査
（その２）　１式

東京空港整備事務所長　吉永
清人　東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３
－１

平成17年9月30日 28,980,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7822
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京国際空港現場技術業務
（その２）　１式

東京空港整備事務所長　吉永
清人　東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３
－１

平成17年9月30日 31,710,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入
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7823
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京国際空港設計検討調査
（その２）　１式

東京空港整備事務所長　吉永
清人　東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３
－１

平成17年9月30日 40,635,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、発注
者支援業務は、当該工事に関する発注関係各種技術資料の作成
を行うものである。本業務の目的を達成するためには、港湾・空港
工事の施工事例や技術資料及び海上施工技術などの知識が求
められる。また、本業務の成果は、発注図書の一部に使用するこ
とから、特定の利害関係者の影響を受けない中立的・公平的な立
場が必要とされる。当該法人は港湾・海岸・空港建設事業の施工
に関わる技術及びシステムに関する調査研究の推進を目的に設
立された公益法人であり、建設事業の施工事例や技術資料を豊
富に蓄積していることに加え、当該事業の実施に係る豊富な経験
を持つ有識者を多数有している。以上により、当該法人が中立的・
公平的な立場で業務が遂行出来る唯一の機関であり、競争を許さ
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

7824 (財)日本気象協会
鹿島港及び常陸那珂港気象
海象装置保守管理（その２）
１式

鹿島港湾・空港整備事務所長
村岡　猛　鹿島港湾・空港整備
事務所　鹿嶋市大字粟生２２５
４

平成17年9月30日 5,218,500

(財)日本気象協会との間で締結している気象海象装置保守管理
は、観測機器の保守及び記録整理を行うものである。本業務の実
施にあたっては、港湾構造物を建設するための気象条件を長期
的に把握し、記録する必要があることから当該観測機器の仕様に
精通している必要がある。又記録整理は、観測機器から取得した
データの異常の有無を確認するために独自のノウハウが必要とな
り加えて豊富な知識、判断が求めらるところである。よって競争を
許さないため会計法第２９条の３第４項に該当するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7825 (財)日本航路標識協会
東京湾口航路標識灯保守点
検（その２）　１式

東京湾口航路事務所長　今
輝蔵　東京湾口航路事務所
横須賀市平成町３－２１－４４

平成17年9月30日 10,290,000

(財)日本航路標識協会との間で締結している東京湾口航路標識
灯保守点検は、東京湾口航路第三海堡周辺海域に設置している
工事区域を明示するための標示用標識灯の保守点検を実施する
ものである。本調査の実施にあたっては、航路内の特殊性及び標
識灯等に関する管理業務に精通し、航行船舶の航路安全業務に
優れた知識と経験を必要とする。また、当該標識灯は、同航路に
設置されている海上保安庁所管の航路標識と一体となってその機
能を発揮しなければならない。とりわけ大型船舶の航行に重要な
影響を持ち、航路標識法による許可標識として設置しているため、
その管理責任は極めて重大である。当該法人は、これまで同航路
の標識灯保守点検を実施しているため航路の特殊性に精通して
おり、加えて全国の航路標識に関する調査研究等を行う等航路標
識に関する高度な知見を有し、多数の標識灯維持管理業務の経
験を有する唯一の公益法人である。また、平成１２年度から平成１
６年度まで「東京湾口航路標識灯保守点検」を継続して実施して
おり、本業務内容を熟知していることに加え、緊急時における対処
方法が確立されている。以上により、当該法人が本調査を的確か
つ効率的に実施できる唯一の機関であることから、会計法第２９
条の３第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7826 国土環境(株)
横須賀港馬堀地区藻場造成
調査　１式

京浜港湾事務所長　和田　耕
造　京浜港湾事務所　横浜市
神奈川区山内町１－２

平成17年9月30日 22,575,000
プローポーザル方式により最も優れた提案であると決定したた
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
（１９年度以降一般競
争入札に移行）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7827 (財)沿岸技術研究センター
東京国際空港防災機能評価
調査　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年10月14日 5,460,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している、津波対策工技術検
討業務については、想定津波の数値シミュレーションを行い、港湾
空港等における津波対策工の防護効果を検証し、津波対策施設
整備の基礎資料としてとりまとめるものである。本業務を実施する
ためには、中央防災会議等でまとめられる地震活動の長期評価
に知見があることに加え、津波の影響範囲及び対策工の効果をよ
り適切に把握する観点から、一般的に普及している二次元数値シ
ミュレーションではなく、今後はより精度の高い三次元数値シミュ
レーションを活用し、その演算結果について工学的な見地から対
策工効果の可否を判断する高度な専門知識を必要とする。当該
法人は、同法人内に「沿岸防災技術研究所」を有し、沿岸域の開
発、利用、保全及び防災に係る港湾技術に関する豊富な調査研
究実績を誇っており、三次元数値シミュレーション改良に関する共
同研究を実施中であり、沿岸域における防災に関する研究に対
し、より迅速に、より体系的に取り組むことができる唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7828
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

首都圏港湾における環境政策
検討調査　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年10月14日 29,925,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7829
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京国際空港漁業実態魚価
調査　１式

東京空港整備事務所長　吉永
清人　東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３
－１

平成17年10月20日 5,880,000

本調査は、東京国際空港再拡張事業の実施にあたり、東京湾沿
岸域における魚価を調査し、必要な資料を収集整理するとともに、
分析・検討を行うものである。実施にあたっては、東京国際空港再
拡張事業及び東京湾内の漁業並びに漁業環境に精通している必
要があるとともに、漁業補償費算定の基礎資料となるため、特定
の利害関係者の影響を受けない公平、中立的立場での実施が求
められる。当該法人は、港湾・海岸及び空港建設事業の施工に係
る技術及びシステム、事業執行に係る課題に関する調査研究の
推進並びに事業実施支援を行っており、東京湾沿岸域における魚
価に関しての分析、検討に高度かつ公平な知見をもって調査可能
な唯一の法人である。以上により会計法第２９条の３第４項の契約
の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）
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7830
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京湾口航路技術資料作成
（その２）　１式

東京湾口航路事務所長　今
輝蔵　東京湾口航路事務所
横須賀市平成町３－２１－４４

平成17年10月25日 2,310,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、発注
者支援業務は、当該工事に関する発注関係各種技術資料の作成
を行うものである。本業務の目的を達成するためには、港湾・空港
工事の施工事例や技術資料及び海上施工技術などの知識が求
められる。また、本業務の成果は、発注図書の一部に使用するこ
とから、特定の利害関係者の影響を受けない中立的・公平的な立
場が必要とされる。当該法人は港湾・海岸・空港建設事業の施工
に関わる技術及びシステムに関する調査研究の推進を目的に設
立された公益法人であり、建設事業の施工事例や技術資料を豊
富に蓄積していることに加え、当該事業の実施に係る豊富な経験
を持つ有識者を多数有している。以上により、当該法人が中立的・
公平的な立場で業務が遂行出来る唯一の機関であり、競争を許さ
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

7831
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

百里飛行場現場技術業務　１
式

鹿島港湾・空港整備事務所長
村岡　猛　鹿島港湾・空港整備
事務所　鹿嶋市大字粟生２２５
４

平成17年10月25日 5,460,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7832 (財)沿岸技術研究センター
千葉港葛南中央地区岸壁(-
12m)環境共生検討調査　１式

千葉港湾事務所長　渡邊　清
朗　千葉港湾事務所　千葉市
中央区中央港１－１１－２

平成17年10月27日 9,450,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7833
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

東京国際空港環境影響検討
基礎調査（その４）　１式

東京空港整備事務所長　吉永
清人　東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３
－１

平成17年10月27日 32,760,000

本調査は、東京国際空港再拡張事業に係る環境影響評価準備書
（案）の取りまとめを行うものである。実施にあたっては、総合的な
港湾・海域環境の創造に関する高度な知見、環境影響評価につ
いての知識を有するとともに、社会的影響を考慮し公平性・公益
性をもって、かつ総合的な知見をもって実施することが不可欠であ
る。当該法人は、港湾・海域環境の創造に必要な技術に関する計
画手法等に関して、総合的・科学的な調査研究を行い、その成果
の普及を通じて港湾環境形成を図ることを目的に設立された公益
法人であることから、公平・公益的な立場での検討が可能である。
また、同者が実施した平成１６年度及び平成１７年度において同
種の調査の成果をもとに実施することも考えられ、施工計画に係
わる海域環境機能等影響評価に関して適切な判断が可能であり
会計法第２９条の３第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 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
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7834 (財)日本気象協会
鹿島港及び常陸那珂港潮位
表作成　１式

鹿島港湾・空港整備事務所長
村岡　猛　鹿島港湾・空港整備
事務所　鹿嶋市大字粟生２２５
４

平成17年10月28日 231,840 少額随契（会計法第２９条の３第５項、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
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）

7835 (社)日本港湾協会
鹿島港物流需要動向調査　１
式

鹿島港湾・空港整備事務所長
村岡　猛　鹿島港湾・空港整備
事務所　鹿嶋市大字粟生２２５
４

平成17年10月28日 14,280,000

本調査は、鹿島港臨海工業地帯に立地する企業の今後の生産体
制や物流需要の動向を踏まえ、鹿島港の岸壁施設の必要性及び
評価を行うものである。実施にあたっては、港の計画、管理、振興
に関しての幅広い知見が必要であるとともに、地元企業などへの
ヒアリングを行なうことになるが、そこで得られた情報は企業秘密
に関するものも含まれており、不用意な情報の流出は株価や企業
戦略に悪影響を与える可能性が高いことから、情報の秘密保持が
必要である。当該法人は、港湾政策、港湾に関する知識の普及、
港湾施設の整備及び管理の改善をもって産業振興、貿易促進に
寄与するために設立された法人であり、物流の効率化、港湾整備
の観点から港湾のあり方について調査研究をしており、多数の資
料、知識と経験の蓄積がある法人であるとともに、港湾及び港湾
施設を管理している地方公共団体や民間企業、また港湾利用者
である港湾運送事業者等が会員になっている団体であることか
ら、企業との利害関係に左右されることなく、経済的且つ効率的
に、業務の遂行がなしえる唯一の法人である。よって会計法第２９
条の３第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7836
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

技術資料作成（その２）　１式
東京湾口航路事務所長　今
輝蔵　東京湾口航路事務所
横須賀市平成町３－２１－４４

平成17年10月31日 924,000 少額随契（会計法第２９条の３第５項、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
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7837
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

港湾施設の災害対策基礎検
討調査　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年10月31日 3,045,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、防災
業務体制検討調査については、港湾空港関係防災業務体制のあ
り方等に関する既存の資料や今回新たに行う関係機関へのヒアリ
ング結果を基に、関係機関との連携を視野に入れた災害時の初
動マニュアルの改訂作業を行うものである。本調査を行うにあたっ
ては当局における防災体制や災害対策の手順等に関する専門的
な知識と豊富な経験を有し、国としての役割を十分に把握した上
で、地元関係機関との連携体制や各種資料の作成など、行政の
立場に立った検討が必要となる。これらの条件を満足する機関は
唯一当該法人をおいて他になく、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7838 (財)沿岸技術研究センター
東京国際空港液状化対策効
果検討調査　１式

横浜港湾空港技術調査事務
所長　下司　弘之　横浜港湾
空港技術調査事務所　横浜市
神奈川区橋本町２－１－４

平成17年11月1日 18,375,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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7839 (財)経済調査会
空港等建設資材価格調査(そ
の2)　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年11月1日 2,310,000

　(財)経済調査会との間で締結している空港等建設資材価格調査
(その2)は、東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業を対
象とした積算の参考とするため、当該事業において需要の多い建
設資材及び物価資料等に記載のない建設資材の実態を調査する
ものである。当該事業に関する資材価格調査は、「平成１７年度
空港等建設資材価格調査」において（財）経済調査会と競争方式
により契約締結し鋭意調査しているところではあるが、別件の「東
京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業に関する施工基礎
調査」及び「東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業に関
する技術検討調査」の検討の進捗により、新たに調査が必要とな
る建設資材があること、また、類似品目で継続的な調査が必要と
なる建設資材があることが判明した。
　本調査については、１１月中には「東京国際空港国際線地区エ
プロン等整備等事業」の予定価格を算定する必要があることか
ら、極めて短期間に確実な調査結果を得る必要があり、そのため
には「平成１７年度　空港等建設資材価格調査」における調査
データ及び建設資材の調査先等の調査内容を熟知した上で実施
することが必要不可欠であり、競争を許さないことから会計法第２
９条の３第４項に該当するため。（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
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）

7840 (財)沿岸技術研究センター
「公共工事等における技術活
用システム」に関する技術確
認検討調査　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年11月2日 12,810,000

沿岸技術研究センターとの間で締結しているシステム開発業務に
ついては、現状技術の幅広い調査を行い、その結果をもとにライ
フサイクルコストの低減、工期短縮、新技術の活用等を目指した
新たなシステム開発を行うものである。本業務を実施するために
は、関係法規、港湾構造物の基本計画等の熟知に加え、豊富な
港湾技術の知見を有し、その設計・施工技術に精通していること、
並びに高度な技術力及び専門知識を必要とする。当該法人は、港
湾構造物等の基本計画・施工の技術的課題の検討、港湾技術・
造船技術等のプログラム開発、海象データの収集・解析、技術マ
ニュアル等の作成、港湾構造物の設計、空港構造物等の基本計
画に係る調査等多岐にわたる業務を行っており、港湾空港全般に
関する高度な技術力及び知識を備えた法人であり、これらの条件
を満たす機関は当該法人をおいて他にはなく、競争を許さないこと
から、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7841
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

関東臨海部の人々の暮らしに
係る貢献度調査　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年11月2日 29,400,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾利
用促進調査については、港湾空間における陸・海・空の交通体系
を活用した効率的な物流体系の構築について検討を行うものであ
る。本調査の実施にあたっては、全国の港の現況、本船から荷主
までの各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨物の流
動情報など豊富な知識と幅広い知見を有する必要がある。また、
荷主への企業ヒアリングなど、港湾関係者の利害に関わる個人情
報を取り扱うことから、公平かつ公益的立場にあり、十分な機密保
持能力を保持した機関である必要がある。当該法人は、公益法人
として公平・中立的立場での調査が可能であり、また、同者は「コ
ンテナ流動化調査」等の同種の調査をこれまで多数実施してお
り、本調査の実施に必要となる全国の港湾の現況、本船から荷主
までをつなぐ各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨
物流動情報等の豊富な知識と幅広い知見を有する唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7842 (社)日本港湾協会
基幹的広域防災拠点の機能
に関する検討調査　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年11月2日 40,425,000

日本港湾協会との間で締結している、広域防災に関する検討業
務については、大規模災害時の港湾背後圏の港湾物流機能確保
のため、被災地周辺の港湾管理者、港湾関係事業者等と協働し
て広域的な対応を行うための体制構築に向けた検討を行うもので
ある。業務の実施にあたっては、地方自治体、民間事業者等から
情報収集を行う必要があり、過去に発生した災害に対する国内外
の港湾施設の被害状況に対する幅広い知見が必要であるととも
に、港湾管理者をはじめとする港湾で活動する種々の事業者の地
震発生時の行動等について解析する必要がある。このため、収集
した情報には個人情報や企業秘密など守秘性の高いものも含ま
れることが予想されることから、公平・中立的な立場での業務遂行
が求められる。当該法人は、港湾施策を研究し、港湾施設の整備
とその管理改善を促進することを目的に設立された公益法人であ
り、保安・情報システム部を設置し、港湾保安業務の秘密保持、ア
クセス管理体制を整えている唯一の法人である。また、災害情報
についても広く情報を収集し、解析しており、広範な防災に関する
知見を有しており、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第
４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7843
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

大洗港港湾景観形成調査　１
式

鹿島港湾・空港整備事務所長
村岡　猛　鹿島港湾・空港整備
事務所　鹿嶋市大字粟生２２５
４

平成17年11月4日 7,140,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7844
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京国際空港漁業実態調査
（その１０）　１式

東京空港整備事務所長　吉永
清人　東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３
－１

平成17年11月10日 39,900,000

本調査は、東京湾沿岸域における漁業実態を調査し、必要な資料
を収集整理のうえ分析検討を行い、漁業補償費算定の基礎資料
を作成するものである。当該法人は、港湾・海岸及び空港建設事
業の施工に係る技術及びシステム、事業執行に係る課題に関す
る調査研究の推進並びに事業実施支援を行っており、漁業実態
に関しての分析、検討に高度かつ公平な知見をもって調査可能な
唯一の法人である。また、本調査の成果は、漁業補償費算定の基
礎資料となるため、特定の利害関係者の影響を受けない公平、中
立的立場での実施が求められる。以上により会計法第２９条の３
第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）
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7845 (財)沿岸技術研究センター
海洋環境整備船高度情報シス
テムの開発　１式

横浜港湾空港技術調査事務
所長　下司　弘之　横浜港湾
空港技術調査事務所　横浜市
神奈川区橋本町２－１－４

平成17年11月11日 7,087,500

沿岸技術研究センターとの間で締結しているシステム開発業務に
ついては、現状技術の幅広い調査を行い、その結果をもとにライ
フサイクルコストの低減、工期短縮、新技術の活用等を目指した
新たなシステム開発を行うものである。本業務を実施するために
は、関係法規、港湾構造物の基本計画等の熟知に加え、豊富な
港湾技術の知見を有し、その設計・施工技術に精通していること、
並びに高度な技術力及び専門知識を必要とする。当該法人は、港
湾構造物等の基本計画・施工の技術的課題の検討、港湾技術・
造船技術等のプログラム開発、海象データの収集・解析、技術マ
ニュアル等の作成、港湾構造物の設計、空港構造物等の基本計
画に係る調査等多岐にわたる業務を行っており、港湾空港全般に
関する高度な技術力及び知識を備えた法人であり、これらの条件
を満たす機関は当該法人をおいて他にはなく、競争を許さないこと
から、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7846
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

東京湾口航路長期事業計画
検討調査　１式

東京湾口航路事務所長　今
輝蔵　東京湾口航路事務所
横須賀市平成町３－２１－４４

平成17年11月17日 15,540,000

本調査は、東京湾口部における航行船舶が輻輳している状況下
で、大型タンカー等の事故災害を未然に防止する方策として原油
（石油）・天然ガス等の輸送中継基地の検討を行うものである。実
施にあたっては、東京湾口航路整備事業に関する豊富な知見が
必要であるとともに、その成果は東京湾口航路整備計画の基礎資
料とすることから、特定の者に有利とならないよう公平性・中立性
が保持され、経験豊かな有識者を多数有していることが必要であ
る。
当該法人は、港湾空間の高度化及び港湾施設の計画・設計手法
に係る港湾技術に関し、総合的・科学的な調査研究を行うことを目
的に設立された公益法人であり、経験豊かな有識者を多数有し、
特定の利害関係や利権に偏らない公平・中立的立場で調査を遂
行出来る唯一の機関であることから、会計法第２９条の３の第４項
の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。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7847 (社)日本港湾協会
東京湾口航路開発保全航路
計画検討調査　１式

東京湾口航路事務所長　今
輝蔵　東京湾口航路事務所
横須賀市平成町３－２１－４４

平成17年11月17日 40,320,000

日本港湾協会との間で締結している、開発保全航路の危機管理
に関する業務については、開発保全航路における保全管理機能
強化を図るために危機管理システムの構築に向けた基礎検討を
行うものであり、国際幹線航路として重要な当該航路における危
機管理システムの内容の漏洩は、実効性を伴うテロ計画の構築
やテロ行為の実行に利用されるおそれがあるため、我が国の保安
対策上、極めて機密性の高いものである。本業務実施にあたって
は、米国同時多発テロを受けて、世界中の船舶所有者、港湾管理
者等に保安の確保のための措置を義務付けた海上人命安全条約
及びその国内法である「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安
の確保等に関する法律」を踏まえた港湾保安対策にかかる保安
規定及び保安機器設備に関する優れた知見を有していることは勿
論のこと、保安上の秘密保持を厳守できることが不可欠である。
当該法人は、港湾に関する資料の収集、港湾政策の総合的な調
査・研究を行い、その成果の普及を通じて港湾施設整備と管理の
改善を促進し、もって産業の振興と貿易の伸展等に寄与するため
の多岐にわたる業務を行っており、また、「港湾保安対策室」を設
置し、港湾保安業務に関する専門知識を豊富に有しているととも
に、秘密の保全を講じつつ業務を実施するための十分な組織体
制が整っている。加えて港湾管理者等を会員としており、港湾にか
かる調査・計画・整備・管理・運営等の総合かつ高度な情報の蓄
積がある。また、平成１６年度において「国際港湾施設保安対策検
討調査」等の調査を実施し、港湾の保安措置に関する高度な知
見、ノウハウを有している。これらの情報は特に守秘義務を要する
ものであるため、特定の団体以外にこれらの情報を扱わせること
はできず、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（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)
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7848
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

京浜港港湾鋼構造物施設の
老朽化診断調査　１式

京浜港湾事務所長　和田　耕
造　京浜港湾事務所　横浜市
神奈川区山内町１－２

平成17年11月24日 18,732,000

本調査は、京浜港港内における港湾鋼構造物の老朽化調査を実
施し、施設全体としての健全度を各部材毎の詳細な調査結果を踏
まえた上で総合的に評価し、当該施設の今後の維持管理におけ
る基礎資料とするものである。本調査の履行にあたって、公平・中
立な立場から施設の状況を適切に評価し、かつ評価水準を全国
的に同一整合性を保たせる必要があり、施設の利用特性、現場
条件及び施工技術に熟知した上で港湾構造物の維持管理にも精
通していることが必要不可欠である。当該法人は、港湾・海岸・空
港建設事業の施工に関わる技術及びシステムに関する調査研究
の推進を目的に設立された公益法人であり、特定の利害関係や
利権に偏らない公平・中立的立場で調査を遂行出来る唯一の機
関であることから、会計法第２９条の３第４項の契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地がある
もの

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

7849
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京港臨海道路施工法検討
調査　１式

東京港湾事務所長　水谷　誠
東京港湾事務所　東京都江東
区青海２－４３

平成17年11月25日 22,785,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7850 (財)日本航路標識協会
東京港臨海道路１５号地信号
所実施設計　１式

東京港湾事務所長　水谷　誠
東京港湾事務所　東京都江東
区青海２－４３

平成17年11月25日 19,950,000

（財）日本航路標識協会との間で締結している東京港臨海道路１５
号地信号所実施設計については、船舶航行管制施設である１５号
地信号所の移設・増設に関し、第三管区海上保安本部所管の施
設に関する実施設計及び橋梁標識の検討を行うものである。本業
務の実施にあたっては、航路標識用施設及び機器に関する知見
及び船舶航行管制業務全般にわたる専門的知見を有しているこ
とが不可欠である。当該法人は、航路標識用施設及び機器に関
する調査、研究、開発及び維持開発を事業としており、海上保安
庁における船舶航行管制システムに対し十分な知見を有してい
る。また、本業務における設計に対しては、現場の状況や国際的
な基準に即し、公平で中立的な視点で業務を実施できるものでな
ければならなく、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項
に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7851
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

京浜港業務資料作成（その４）
１式

京浜港湾事務所長　和田　耕
造　京浜港湾事務所　横浜市
神奈川区山内町１－２

平成17年11月28日 8,610,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、発注
者支援業務は、当該工事に関する発注関係各種技術資料の作成
を行うものである。本業務の目的を達成するためには、港湾・空港
工事の施工事例や技術資料及び海上施工技術などの知識が求
められる。また、本業務の成果は、発注図書の一部に使用するこ
とから、特定の利害関係者の影響を受けない中立的・公平的な立
場が必要とされる。当該法人は港湾・海岸・空港建設事業の施工
に関わる技術及びシステムに関する調査研究の推進を目的に設
立された公益法人であり、建設事業の施工事例や技術資料を豊
富に蓄積していることに加え、当該事業の実施に係る豊富な経験
を持つ有識者を多数有している。以上により、当該法人が中立的・
公平的な立場で業務が遂行出来る唯一の機関であり、競争を許さ
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入
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7852
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

東京湾水環境再生計画策定
検討調査　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年12月1日 29,925,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7853
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京国際空港再拡張事業漁
業影響検討調査（その２）　１
式

東京空港整備事務所長　吉永
清人　東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３
－１

平成17年12月1日 12,600,000

本調査は、東京国際空港再拡張事業である東京国際空港Ｄ滑走
路の建設及び東京港第一航路浚渫工事を実施することによる、東
京国際空港周辺漁業に対する影響検討を行うものである。本調査
の実施にあたっては、漁業補償費算定の基礎資料となるため施
工計画に基づく工事中及び将来の海域環境変化と、それによる漁
業への影響を中立的な立場で予察、評価する必要がある。当該
法人は、港湾・空港の建設、維持管理に係る発注及び施工に関す
る調査研究について豊富な実績を有し、さらに、その技術的情報
を国・地方公共団体等に提供し、港湾・空港関係事業を発注する
ための支援を目的として設立された公益法人であることより、中立
的な立場での調査が可能である。以上により会計法第２９条の３
第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7854
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

港湾空間における総合的防災
対策・安全に関する調査　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年12月9日 38,850,000

平成１７年２月に中央防災協議会、首都直下型地震対策専門調
査会より、首都直下型地震の被害想定が発表され、広域的な大
規模災害に対する港湾の取組が重大な課題となっている。本調査
は、関東地域の港湾における防災・安全に関する既往資料や各
種統計の最新データの収集整理及び分析を行うとともに、地震、
海難事故、テロ等の各々における事態想定を行い、関東地域の
港湾の防災対策・安全対策に係る目標及び目標達成のための施
策等の検討を行うものである。本調査の実施にあたっては、効率
的且つ効果的に実施するために、防災に係る港湾の種々の事情
をはじめ、広く港湾空間全般の行政的専門知識及び技術的知識
を包括的に有し、総合的・科学的に調査・分析することが求められ
る。また、関東地域の港湾が担う防災対策・安全対策についての
将来の目標を検討する際に、特定の利害関係の影響を避けるた
めにも、公平且つ公益的立場であることが必要とされる。（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
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）
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7855
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

東京湾沿岸域景観及び環境
創造検討調査　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年12月15日 25,200,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7856 (財)沿岸技術研究センター
横須賀港馬堀地区高潮対策
事業技術検討調査　１式

京浜港湾事務所長　和田　耕
造　京浜港湾事務所　横浜市
神奈川区山内町１－２

平成17年12月16日 15,067,500

沿岸技術研究センターとの間で締結している、高潮対策工技術検
討業務については、港湾空港等における高潮対策工の防護効果
を検証し、高潮対策施設整備の基礎資料としてとりまとめるもので
ある。本業務を実施するためには、高潮対策に対する豊富な知識
を有し、現在普及している非線形長波理論の二次元モデルに海水
の密度構造及びウェーブ・セットアップを考慮した準三次元モデル
を活用してより精度の高い浸水予測などを行い、その検討結果に
ついて工学的な見地から対策工の防護効果の可否を判断する高
度な専門知識を必要とする。当該法人は、同法人内に「沿岸防災
技術研究所」を有し、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る
港湾技術に関する豊富な調査研究実績を誇っており、また海水の
密度構造等を考慮した準三次元モデルを開発しており、沿岸域に
おける防災に関する研究に対し、より迅速に、より体系的に取り組
むことができる唯一の者であり、準三次元モデルの著作権を有し
ており、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当
するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7857 (社)日本作業船協会
水中浮遊物探査装置性能調
査　１式

横浜港湾空港技術調査事務
所長　下司　弘之　横浜港湾
空港技術調査事務所　横浜市
神奈川区橋本町２－１－４

平成17年12月16日 3,360,000

　(社)日本作業船協会との間で締結している水中浮遊物探査装置
性能調査は、東京湾の海洋環境整備のために運航している環境
整備船の浮遊ゴミ回収作業の効率化を図るために開発された水
中浮遊物探査装置の性能検討を行い、海洋環境整備船の高度利
用化を図るものである。本業務の成果は、今後の技術開発の指針
となりうるものであることから、特定の者に有利とならないよう公平
性、中立性をもって調査を行うことが不可欠である。当該法人は、
作業船及びこれに関連する諸設備等の技術向上及び作業船の性
能向上に関する調査研究等を事業として実施しており、本業務に
必要な技術力を満足しているとともに公益法人として中立性・公平
性を有しており本業務を実施できる唯一の機関であり、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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7858
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

コンテナ輸送効率化検討調査
１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年12月19日 49,350,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾利
用促進調査については、港湾空間における陸・海・空の交通体系
を活用した効率的な物流体系の構築について検討を行うものであ
る。本調査の実施にあたっては、全国の港の現況、本船から荷主
までの各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨物の流
動情報など豊富な知識と幅広い知見を有する必要がある。また、
荷主への企業ヒアリングなど、港湾関係者の利害に関わる個人情
報を取り扱うことから、公平かつ公益的立場にあり、十分な機密保
持能力を保持した機関である必要がある。当該法人は、公益法人
として公平・中立的立場での調査が可能であり、また、同者は「コ
ンテナ流動化調査」等の同種の調査をこれまで多数実施してお
り、本調査の実施に必要となる全国の港湾の現況、本船から荷主
までをつなぐ各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨
物流動情報等の豊富な知識と幅広い知見を有する唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7859 (財)沿岸技術研究センター
東京港臨海道路技術検討調
査　１式

東京港湾事務所長　水谷　誠
東京港湾事務所　東京都江東
区青海２－４３

平成17年12月20日 3,990,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7860
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

技術資料作成（その４）　１式
東京湾口航路事務所長　今
輝蔵　東京湾口航路事務所
横須賀市平成町３－２１－４４

平成17年12月21日 210,000 少額随契（会計法第２９条の３第５項、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
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7861
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

東京湾奥地区海域環境創造
事業展開調査　１式

千葉港湾事務所長　渡邊　清
朗　千葉港湾事務所　千葉市
中央区中央港１－１１－２

平成17年12月22日 5,250,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7862
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京港現場技術業務（その３）
１式

東京港湾事務所長　水谷　誠
東京港湾事務所　東京都江東
区青海２－４３

平成17年12月22日 19,005,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7863
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

東京国際空港現場技術業務
（その３）　１式

東京空港整備事務所長　吉永
清人　東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３
－１

平成17年12月22日 30,870,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7864 (財)沿岸技術研究センター
基準改正関係資料作成業務
１式

横浜港湾空港技術調査事務
所長　下司　弘之　横浜港湾
空港技術調査事務所　横浜市
神奈川区橋本町２－１－４

平成17年12月26日 1,260,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術基準改正関連
業務については、平成１８年度以降に改正が予定されている港湾
基準に基づく防波堤及び岸壁の試設計に関する業務を実施する
ものである。　本業務の実施にあたっては、未公布、未施行の情
報を事前に知り得る立場であり、また、技術基準の改正に関連す
る業務であることから、公平・中立的立場で業務を行うことが不可
欠である。当該法人は、沿岸域の開発・利用・保全に係る分野の
技術開発と、その技術の活用と普及を目指した研究機関であり、
海洋・港湾の施設に関して豊富な知識を有す。また、中立性・公平
性を確保して業務を実施できる組織であることから、本業務を実施
できる唯一の機関であり、競争を許さないことから、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7865 (財)沿岸技術研究センター 津波対策検討調査　１式

横浜港湾空港技術調査事務
所長　下司　弘之　横浜港湾
空港技術調査事務所　横浜市
神奈川区橋本町２－１－４

平成17年12月26日 10,500,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している、津波対策工技術検
討業務については、想定津波の数値シミュレーションを行い、港湾
空港等における津波対策工の防護効果を検証し、津波対策施設
整備の基礎資料としてとりまとめるものである。本業務を実施する
ためには、中央防災会議等でまとめられる地震活動の長期評価
に知見があることに加え、津波の影響範囲及び対策工の効果をよ
り適切に把握する観点から、一般的に普及している二次元数値シ
ミュレーションではなく、今後はより精度の高い三次元数値シミュ
レーションを活用し、その演算結果について工学的な見地から対
策工効果の可否を判断する高度な専門知識を必要とする。当該
法人は、同法人内に「沿岸防災技術研究所」を有し、沿岸域の開
発、利用、保全及び防災に係る港湾技術に関する豊富な調査研
究実績を誇っており、三次元数値シミュレーション改良に関する共
同研究を実施中であり、沿岸域における防災に関する研究に対
し、より迅速に、より体系的に取り組むことができる唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 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 備考
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（円）
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7866 (財)沿岸技術研究センター
東京国際空港再拡張事業に
関する動態監視検討調査　１
式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年12月26日 38,850,000

沿岸技術研究センターとの間で締結しているシステム開発業務に
ついては、現状技術の幅広い調査を行い、その結果をもとにライ
フサイクルコストの低減、工期短縮、新技術の活用等を目指した
新たなシステム開発を行うものである。本業務を実施するために
は、関係法規、港湾構造物の基本計画等の熟知に加え、豊富な
港湾技術の知見を有し、その設計・施工技術に精通していること、
並びに高度な技術力及び専門知識を必要とする。当該法人は、港
湾構造物等の基本計画・施工の技術的課題の検討、港湾技術・
造船技術等のプログラム開発、海象データの収集・解析、技術マ
ニュアル等の作成、港湾構造物の設計、空港構造物等の基本計
画に係る調査等多岐にわたる業務を行っており、港湾空港全般に
関する高度な技術力及び知識を備えた法人であり、これらの条件
を満たす機関は当該法人をおいて他にはなく、競争を許さないこと
から、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7867
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

東京国際空港再拡張事業環
境監視計画策定調査　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成17年12月26日 34,545,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7868 (社)日本港湾協会
東京湾口航路危機管理調査
（その２）　１式

東京湾口航路事務所長　今
輝蔵　東京湾口航路事務所
横須賀市平成町３－２１－４４

平成17年12月28日 32,025,000

日本港湾協会との間で締結している、開発保全航路の危機管理
に関する業務については、開発保全航路における保全管理機能
強化を図るために危機管理システムの構築に向けた基礎検討を
行うものであり、国際幹線航路として重要な当該航路における危
機管理システムの内容の漏洩は、実効性を伴うテロ計画の構築
やテロ行為の実行に利用されるおそれがあるため、我が国の保安
対策上、極めて機密性の高いものである。本業務実施にあたって
は、米国同時多発テロを受けて、世界中の船舶所有者、港湾管理
者等に保安の確保のための措置を義務付けた海上人命安全条約
及びその国内法である「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安
の確保等に関する法律」を踏まえた港湾保安対策にかかる保安
規定及び保安機器設備に関する優れた知見を有していることは勿
論のこと、保安上の秘密保持を厳守できることが不可欠である。
当該法人は、港湾に関する資料の収集、港湾政策の総合的な調
査・研究を行い、その成果の普及を通じて港湾施設整備と管理の
改善を促進し、もって産業の振興と貿易の伸展等に寄与するため
の多岐にわたる業務を行っており、また、「港湾保安対策室」を設
置し、港湾保安業務に関する専門知識を豊富に有しているととも
に、秘密の保全を講じつつ業務を実施するための十分な組織体
制が整っている。加えて港湾管理者等を会員としており、港湾にか
かる調査・計画・整備・管理・運営等の総合かつ高度な情報の蓄
積がある。また、平成１６年度において「国際港湾施設保安対策検
討調査」等の調査を実施し、港湾の保安措置に関する高度な知
見、ノウハウを有している。これらの情報は特に守秘義務を要する
ものであるため、特定の団体以外にこれらの情報を扱わせること
はできず、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（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)

7869
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

常陸那珂港岸壁（－９ｍ）施工
検討調査　１式

鹿島港湾・空港整備事務所長
村岡　猛　鹿島港湾・空港整備
事務所　鹿嶋市大字粟生２２５
４

平成18年1月6日 10,815,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7870 (財)沿岸技術研究センター
東京港臨海道路技術検討調
査　１式

横浜港湾空港技術調査事務
所長　下司　弘之　横浜港湾
空港技術調査事務所　横浜市
神奈川区橋本町２－１－４

平成18年1月13日 10,500,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7871
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

千葉港外既存施設点検調査
１式

千葉港湾事務所長　渡邊　清
朗　千葉港湾事務所　千葉市
中央区中央港１－１１－２

平成18年1月13日 14,490,000

本調査は、港湾施設が老朽化している現状を踏まえ、既存施設の
劣化予防措置を講じるために劣化状況の把握を行うものである。
本調査の実施にあたっては、評価水準に同一性を持たせることが
必要であり、また、今後の劣化予防措置又は修繕等の工事が生じ
ることから、特定の者に有利とならないように公平・中立的立場か
ら適切に状況を把握する必要がある。当該法人は、港湾・海岸・
空港建設事業の施工に関わる技術及びシステムに関する調査研
究の推進を目的に設立された公益法人であるため、公平・中立的
な立場から施設の状況を適切に把握することが可能である。さら
に同法人は、これまで同様の調査を全国的に実施していることか
ら、評価水準を全国的に同一整合性を保たせる事が可能である。
以上により会計法第２９条の３第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7872 (財)沿岸技術研究センター
東京国際空港残留沈下等影
響評価調査　１式

横浜港湾空港技術調査事務
所長　下司　弘之　横浜港湾
空港技術調査事務所　横浜市
神奈川区橋本町２－１－４

平成18年1月20日 15,225,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7873 (社)日本作業船協会
東京湾口浮桟橋設計検討調
査　１式

横浜港湾空港技術調査事務
所長　下司　弘之　横浜港湾
空港技術調査事務所　横浜市
神奈川区橋本町２－１－４

平成18年1月27日 4,200,000

(社)日本作業船協会との間で締結している東京湾口浮桟橋設計
検討調査は、東京湾口航路事務所監督測量船用の浮桟橋を今後
建造予定の航路調査船用として兼用するための設計検討を行うも
のである。本調査結果は今後建造予定の航路調査船への影響も
あり中立的な立場で公平かつ的確に業務を行う必要がある。当該
法人は作業船及び作業船に関する機械施設の技術向上及び開
発を図ること目的とした公益法人であり、平成１４年度に当該浮桟
橋の本体構造・係留方法の設計検討業務実施しており構造設計
を熟知している。その他、各種作業船・係留施設等の構造設計を
実施した実績を有し、総合的な技術知見に基づく十分な設計能力
を保持しているとともに公益法人として中立性・公平性を有してお
り本業務を実施できる唯一の機関であり、競争を許さないことから
会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7874 (社)日本作業船協会
作業船排気ガス対策基礎調査
１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成18年1月27日 17,850,000

(社)日本作業船協会との間で締結している作業船排気ガス対策基
礎調査は、海洋環境保全に関わる国際海洋汚染防止条約（ＩＭＯ）
の批准に伴う、船舶の排気ガス規制に適合した排気ガス対策機
器搭載の検討を行うとともに、基礎資料として各種作業船につい
て、排気ガスの調査を実施するものである。本調査は、各船舶の
排気ガスの調査と排気ガス対策の検討を行うため、特定の造船・
機関製造業者と利害関係のない中立的立場での公正な判断が要
求される。当該法人は、作業船及び作業船に関する機械設備の
技術向上及び開発を図り、国土の開発と経済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、作業船の研究調査
等の多くの事業を実施しており、本調査で対象とする船舶の排気
ガス規制に適合した排気ガス対策機器の検討について高度な技
術的知見を有している唯一の機関であり、競争を許さないことから
会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7875 (独)港湾空港技術研究所
ビデオ観測による東京国際空
港周辺海域の干潟の地形変
化に関する調査委託　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成18年1月30日 3,370,000

(独)港湾空港技術研究所との間で締結しているビデオ観測による
東京国際空港周辺海域の干潟の地形変化に関する調査委託は、
東京国際空港再拡張事業に係る各種検討において行われている
数値シミュレーション等では把握しきれない実際上の影響を把握
するため、多摩川河口部にビデオカメラを複数台設置し今後約１０
年間の長期に渡り連続観測を行い、画像平均、座標変換と画像
合成等の画像処理と海陸判定、水深流況解析等の画像解析によ
り、空港再拡張にともなう干潟への影響を把握するものである。当
該法人はビデオカメラと上記の独自に開発した画像解析手法によ
り宮崎県の住吉海岸において2001年8月より海岸侵食の経過を常
時連続的に5年近くにわたって観測し、解析を行っており、同様な
観測はこれまで他の海岸では実施されてこなかった。このようなビ
デオカメラを用いた波浪・流況・海浜変形を長期連続的に実施す
るためには、上記の画像解析に使用する専用プログラムが必要
不可欠であるが、これを保有しているのは、当該法人のみであり、
著作権を有している。また、ビデオ観測による地形変化観測と加え
て、通常の環境測定等では困難な台風等の突発的な事象を捉え
ることが可能であることより沿岸防災等における有力情報が得ら
れることから、業務の性格上公正・中立的・公益的な立場で実施
する必要がある。当該法人は、港湾、空港及び航路の整備等に関
する調査、研究及び技術の開発等を行うことにより、効率的かつ
円滑な港湾、空港及び航路の整備等に資するとともに、それらに
関する技術の向上を図ることを目的として設立された独立行政法
人であることより、公正・中立性の確保が可能である。また、同者
は、これまで港湾、空港及び航路の整備に関する総合的な調査研
究の実績を数多く有しており、さらに本業務に係る画像解析に関
する実績及びノウハウは当該法人以外に有していない。以上によ
り競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

7876
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

東京湾環境計画策定調査　１
式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成18年2月3日 6,090,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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7877
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

関東地域における港湾背後の
産業動向基礎調査　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成18年2月10日 3,381,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾利
用促進調査については、港湾空間における陸・海・空の交通体系
を活用した効率的な物流体系の構築について検討を行うものであ
る。本調査の実施にあたっては、全国の港の現況、本船から荷主
までの各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨物の流
動情報など豊富な知識と幅広い知見を有する必要がある。また、
荷主への企業ヒアリングなど、港湾関係者の利害に関わる個人情
報を取り扱うことから、公平かつ公益的立場にあり、十分な機密保
持能力を保持した機関である必要がある。当該法人は、公益法人
として公平・中立的立場での調査が可能であり、また、同者は「コ
ンテナ流動化調査」等の同種の調査をこれまで多数実施してお
り、本調査の実施に必要となる全国の港湾の現況、本船から荷主
までをつなぐ各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨
物流動情報等の豊富な知識と幅広い知見を有する唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7878
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

港湾施設情報システムデータ
改良業務　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成18年2月10日 3,990,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、港湾
施設情報システム改良等業務については、国土技術政策総合研
究所と当該法人とで共同開発し、平成１３年度より運用開始してい
る当該システムの改良を行うものである。当該法人は、本システ
ムに精通していることに加え、事業実施の支援等に関する専門的
知識を有しており、かつ、当該システムの著作権を保有しており、
当該システムの改良等業務を円滑に行うことが出来る唯一の者で
あり、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

7879 (社)日本港湾協会
大井コンテナターミナルの効率
化検討推進調査　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成18年2月10日 7,402,500

本調査は、大井コンテナターミナルを対象とし、ゲートにおける車
両等の出入り管理の共通化、共同化などコンテナターミナル運営
の効率化について検討を行うものである。本調査の実施にあたっ
ては、コンテナターミナルの管理運営についての広い知見を有し
ている必要があり、また、港湾関係者の利害に関わる検討内容を
含むことから、公平かつ公益的立場にあり、十分な機密保持能力
を保持した機関である必要がある。当該法人は、港湾施策を研究
し、港湾に関する知識を普及徹底せしめ、港湾施設の整備とその
管理改善を促進し、もって産業の振興と貿易の進展に寄与するこ
とを目的に設立された公益法人である。加えてコンテナターミナル
の運営においては保安対策にも通じる者でなければならないが、
当該法人は、協会内に港湾保安対策室を設置しており、港湾の保
安業務に係る内容を熟知している。以上により会計法第２９条の３
第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）
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7880 (社)日本港湾協会
災害時の港湾連携協働マニュ
アル策定のための基礎的検討
調査　１式

関東地方整備局副局長　中村
眞　関東地方整備局　横浜市
中区北仲通５－５７

平成18年2月10日 44,625,000

日本港湾協会との間で締結している、広域防災に関する検討業
務については、大規模災害時の港湾背後圏の港湾物流機能確保
のため、被災地周辺の港湾管理者、港湾関係事業者等と協働し
て広域的な対応を行うための体制構築に向けた検討を行うもので
ある。業務の実施にあたっては、地方自治体、民間事業者等から
情報収集を行う必要があり、過去に発生した災害に対する国内外
の港湾施設の被害状況に対する幅広い知見が必要であるととも
に、港湾管理者をはじめとする港湾で活動する種々の事業者の地
震発生時の行動等について解析する必要がある。このため、収集
した情報には個人情報や企業秘密など守秘性の高いものも含ま
れることが予想されることから、公平・中立的な立場での業務遂行
が求められる。当該法人は、港湾施策を研究し、港湾施設の整備
とその管理改善を促進することを目的に設立された公益法人であ
り、保安・情報システム部を設置し、港湾保安業務の秘密保持、ア
クセス管理体制を整えている唯一の法人である。また、災害情報
についても広く情報を収集し、解析しており、広範な防災に関する
知見を有しており、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第
４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7881 (財)日本気象協会
鹿島港及び常陸那珂港工事
基準面調査　１式

鹿島港湾・空港整備事務所長
村岡　猛　鹿島港湾・空港整備
事務所　鹿嶋市大字粟生２２５
４

平成18年2月21日 695,793 少額随契（会計法第２９条の３第５項、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
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）

7882 (財)沿岸技術研究センター
伏木富山港波浪データＷｅｂ公
開サーバー維持管理

北陸地方整備局伏木富山事
務所長　小泉哲也
富山市牛島新町１１－３

平成17年4月1日 1,176,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している気象海象情報提供
業務については、港湾工事の工程管理及び安全確保並びに防災
対策を目的として、気象海象に関する各種情報を得るとともに、そ
れらの情報を一般市民向けに提供するための防災情報表示盤の
保守点検等を行うものである。本業務の実施に当たっては、提供
情報の公共性、信頼性及び即時性が求められ、かつ、気象庁の
波浪予測及び各種気象情報と（独）港湾空港技術研究所で管理し
ている波浪実況情報等も併せて使用するため、これらの情報を提
供出来る体制を有している事が必要不可欠である。また、保守点
検の対象である防災情報表示盤の構成機器及びシステム構築の
内容等を詳細に把握していることに加え、表示する情報の取得先
である沿岸気象海象情報配信システムとの送受信、制御等に関
するシステムについても把握していることが求められ、かつ中立
的・公平的な立場から業務を行う必要がある。これらの条件を満
たす者は当該法人をおいて他にはなく、システムの著作権を有し
ており、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当
するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7883 (財)沿岸技術研究センター 沿岸気象海象情報提供業務
北陸地方整備局次長　　西田
仁志　　　新潟県新潟市美咲
町１－１－１

平成17年4月1日 7,686,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している気象海象情報提供
業務については、港湾工事の工程管理及び安全確保並びに防災
対策を目的として、気象海象に関する各種情報を得るとともに、そ
れらの情報を一般市民向けに提供するための防災情報表示盤の
保守点検等を行うものである。本業務の実施に当たっては、提供
情報の公共性、信頼性及び即時性が求められ、かつ、気象庁の
波浪予測及び各種気象情報と（独）港湾空港技術研究所で管理し
ている波浪実況情報等も併せて使用するため、これらの情報を提
供出来る体制を有している事が必要不可欠である。また、保守点
検の対象である防災情報表示盤の構成機器及びシステム構築の
内容等を詳細に把握していることに加え、表示する情報の取得先
である沿岸気象海象情報配信システムとの送受信、制御等に関
するシステムについても把握していることが求められ、かつ中立
的・公平的な立場から業務を行う必要がある。これらの条件を満
たす者は当該法人をおいて他にはなく、システムの著作権を有し
ており、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当
するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

7884
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

工事帳票管理システム運用支
援業務

北陸地方整備局次長　　西田
仁志　　　新潟県新潟市美咲
町１－１－１

平成17年4月1日 14,280,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、工事
帳票管理システム運用支援業務については、管内において港湾Ｃ
ＡＬＳを運用するために必要となる、「工事帳票管理システム」の導
入・設定及び運用支援等（操作支援、説明会等）を実施するもので
ある。本業務を的確に遂行するためには、「工事帳票管理システ
ム」を熟知していることが必須要件であるとともに、工事帳票管理
システムを利用する多数の工事請負者（第三者）に対し中立性・
公平性を持って迅速に対処する必要がある。当該法人は、発注及
び施工に係るシステムに関する調査研究及びその開発と普及、並
びに、発注及び施工に係る技術に関する研修会・講習会等の開
催、刊行物の発行等を事業としており、特に本業務の施工に当
たって必要となる、施工に係るシステムに関する開発、及び、施工
に係る技術に関する研修会の開催に関し、高度な技術力と情報
量を有している。さらには、「工事帳票管理システム」を構築すると
ともに当該システムの著作権を有し、各整備局での「工事帳票管
理システム」の導入・設定及び運用支援に携わっており、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7885 (社)新潟港振興協会
新潟海岸（西海岸地区）海岸
巡視業務委託

新潟港湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船町４－
３７７８

平成17年4月1日 5,392,800

(社)新潟港振興協会との間で締結している新潟海岸（西海岸地
区）海岸巡視業務委託は、直轄海岸施行区域である新潟海岸西
海岸地区において、「海岸の防護」のみならず「海岸環境の保全」
「海岸の適正な利用」の、それぞれに支障となる状態を早期に発
見し、未然に事故や災害を防ぐことで、海岸法の目的に沿った管
理を行うために海岸を巡視するものである。本業務の履行にあ
たっては、当海岸の波浪状況や海岸構造物について熟知している
ことはもちろんのこと、海岸環境の特性や地元住民の利用形態を
把握していることが求められ、また、当所実施事業が直轄海岸事
業であること、かつ、築造構造物が一般に開放されている公の営
造物であることの認識をもって業務を遂行する必要があり、営造
物の瑕疵が原因となって発生する事故等を未然に防止すること
で、快適な海岸利用を担保するものである。社団法人新潟港振興
協会は、新潟港の各種調査、研究を行い、港内環境の整備につ
いても汚濁対策や清掃対策を促進するなど、常に海事思想の普
及に努めており、当海岸を含む新潟港港湾区域内の海象状況を
熟知し、海岸構造物に対しても充分な知識を有している。また、地
元住民との密着した活動により地元海岸利用者の利用形態を把
握しており、利用者の意見、要望を公平・中立的に集約できる法
人である。さらに、新潟市と共催で開催している「夢海岸フェスティ
バル」や新潟県港湾関係部門が行う船舶入港セレモニー等の準
備協力を通して各官署とは密接な関係を築いており、公の営造物
での事故発生時にも各官署に対し速やかに通報、対処できるもの
である。従って、当該法人は本業務を実施できる唯一の者であり、
競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当するた
め （会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7886
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

伏木富山港現場技術業務
北陸地方整備局次長　　西田
仁志　　　新潟県新潟市美咲
町１－１－１

平成17年4月4日 85,785,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7887
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

新潟港・新潟海岸・直江津港・
新潟空港現場技術業務

北陸地方整備局次長　　西田
仁志　　　新潟県新潟市美咲
町１－１－１

平成17年4月4日 99,645,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7888 (財)沿岸技術研究センター
福井港海岸（福井地区）離岸
堤および護岸（改良）検討調査

北陸地方整備局新潟港湾空
港技術調査事務所長　高野誠
紀　新潟市入船町４－３７７８

平成17年4月8日 35,805,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7889
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

敦賀港現場技術業務
北陸地方整備局次長　　西田
仁志　　　新潟県新潟市美咲
町１－１－１

平成17年4月8日 27,825,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7890
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

金沢港・七尾港・輪島港現場
技術業務

北陸地方整備局次長　　西田
仁志　　　新潟県新潟市美咲
町１－１－１

平成17年4月8日 39,270,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7891 (社)日本潜水協会 新潟港水中部施行状況調査
新潟港湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船町４－
３７７８

平成17年4月14日 11,445,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7892 (社)日本潜水協会
伏木富山港水中部施工状況
調査

北陸地方整備局伏木富山事
務所長　小泉哲也
富山市牛島新町１１－３

平成17年4月15日 2,205,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

7893 (社)北陸建設弘済会
伏木富山港港湾整備事業広
報業務

北陸地方整備局伏木富山事
務所長　小泉哲也
富山市牛島新町１１－３

平成17年4月18日 252,000 少額随契（会計法第２９条の３第５項、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
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7894 (社)日本潜水協会 水中部施工状況調査
北陸地方整備局　金沢港湾・
空港整備事務所長　塚田憲次
金沢市大野町４－２－１

平成17年4月19日 5,911,500

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

7895 (社)北陸建設弘済会 技術資料作成・検討業務
北陸地方整備局次長　　西田
仁志　　　新潟県新潟市美咲
町１－１－１

平成17年5月12日 5,000,000

本業務は、所管事業の的確で円滑な執行のための業務補助を目
的とし、緊急性を要しかつ短時間で公益性のある技術資料の作
成・検討業務を行うものである。本業務は、作業の必要が生じた
場合に指示を発し、作業を遂行させるもので、長期計画・事業計
画、積算基準や技術基準類など、政策立案や事業執行に関し、幅
広い行政分野に渡る技術的検討能力・情報収集能力が必要であ
るとともに、中立性・公平性を有する必要がある。社団法人北陸建
設弘済会は設立目的が本業務に一致している法人であり、中立
性・公平性を有している。また、組織内には建設マネジメント企画
室や北陸地域づくり研究所を設置し、建設事業推進や公共事業に
関する豊富な行政的視点と技術力を有しており、また、北陸地域
の地域づくりに関する知見を有している。そのため、上記法人は、
契約時点では内容を見極められない幅広い分野に渡る技術的検
討能力・情報収集能力を有すると共に、本業務を円滑且つ確実に
遂行可能な業務執行態勢が整っている唯一の機関であることか
ら、会計法第２９条の３第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7896 (社)日本潜水協会 敦賀港水中部施工状況調査
北陸地方整備局敦賀港湾事
務所長　山本浅司　福井県敦
賀市松栄町２番４３号

平成17年5月19日 5,985,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

7897 (社)北陸建設弘済会
伏木富山港港湾整備事業広
報業務（その２）

北陸地方整備局伏木富山事
務所長　小泉哲也
富山市牛島新町１１－３

平成17年5月23日 94,500 少額随契（会計法第２９条の３第５項、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
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7898
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

新潟空港誘導路拡幅施工方
策調査

新潟港湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船町４－
３７７８

平成17年5月24日 9,345,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7899 (社)日本港湾協会 港湾保安訓練実施業務
北陸地方整備局　金沢港湾・
空港整備事務所長　塚田憲次
金沢市大野町４－２－１

平成17年5月26日 4,410,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾保安総合訓練に関す
る検討業務については、米国同時多発テロを受けて、世界中の船
舶所有者、港湾管理者等に保安の確保のための措置を義務付け
た海上人命安全条約及びその国内法である「国際航海船舶及び
国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づく、港湾保安
総合訓練のあり方と具体的な訓練実施計画の作成方法を検討
し、当該港湾をモデルケースとして保安事態の疑似想定による訓
練を行うものであり、当該業務内容の漏洩は、実効性を伴うテロ
計画の構築やテロ行為の実行に利用されるおそれがあるため、極
めて機密性が高いものである。本業務の実施にあたっては、港湾
保安に関する機密情報の保全を講じつつ、起こりうる保安事態に
対応した訓練シナリオの検討を行う必要があることから、秘密保
全の組織体制が十分整備されているとともに、港湾における管
理・運営に関する総合的な知識や実態の把握、保安措置に関す
る幅広い知見と情報を有することが不可欠である。当該法人は、
港湾に関する資料の収集、港湾政策の総合的な調査・研究を行
い、その成果の普及を通じて港湾施設整備と管理の改善を促進
し、もって産業の振興と貿易の伸展等に寄与するための多岐にわ
たる業務を行っており、また、「港湾保安対策室」を設置し、港湾保
安業務に関する専門知識を豊富に有しているとともに、秘密の保
全を講じつつ業務を実施するための十分な組織体制が整ってい
る。加えて港湾管理者等を会員としており、港湾にかかる調査・計
画・整備・管理・運営等の総合かつ高度な情報の蓄積がある。ま
た、平成１６年度において「国際港湾施設保安対策検討調査」等
の調査を実施し、港湾の保安措置に関する高度な知見、ノウハウ
を有している。これらの情報は特に守秘義務を要するものである
ため、特定の団体以外にこれらの情報を扱わせることはできず、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。（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)

7900
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

直江津港施工方策調査
新潟港湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船町４－
３７７８

平成17年5月30日 18,900,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7901 (社)日本港湾協会
新潟港（西港地区）施工管理
用カメラ施設検討業務

新潟港湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船町４－
３７７８

平成17年6月3日 8,295,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾保安対策に関する検
討業務については、米国同時多発テロを受けて、世界中の船舶所
有者、港湾管理者等に保安の確保のための措置を義務付けた海
上人命安全条約及びその国内法である「国際航海船舶及び国際
港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づく、港湾保安対策
のあり方と保安対策施設の配置計画を検討し、当該港湾の保安
体制の強化を図るものであり、当該業務内容の漏洩は、実効性を
伴うテロ計画の構築やテロ行為の実行に利用されるおそれがある
ため、極めて機密性の高いものである。本業務の実施にあたって
は、港湾保安に関する機密情報の保全を講じつつ、起こりうる保
安事態に対応した港湾保安対策及び保安対策施設の配置に関す
る検討を行う必要があることから、秘密保全の組織体制が十分整
備されているとともに、港湾における管理・運営に関する総合的な
知識や実態の把握、保安措置に関する幅広い知見と情報を有す
ることが不可欠である。当該法人は、港湾に関する資料の収集、
港湾政策の総合的な調査・研究を行い、その成果の普及を通じて
港湾施設整備と管理の改善を促進し、もって産業の振興と貿易の
伸展等に寄与するための多岐にわたる業務を行っており、また、
「港湾保安対策室」を設置し、港湾保安業務に関する専門知識を
豊富に有しているとともに、秘密の保全を講じつつ業務を実施する
ための十分な組織体制が整っている。加えて港湾管理者等を会
員としており、港湾にかかる調査・計画・整備・管理・運営等の総
合かつ高度な情報の蓄積がある。また、平成１６年度において「国
際港湾施設保安対策検討調査」等の調査を実施し、港湾の保安
措置に関する高度な知見、ノウハウを有している。これらの情報は
特に守秘義務を要するものであるため、特定の団体以外にこれら
の情報を扱わせることはできず、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（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)

7902
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

新潟港・新潟海岸事業評価検
討調査

新潟港湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船町４－
３７７８

平成17年6月10日 19,425,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、事業評
価業務については、港湾・海岸事業における費用対効果の把握を
行うものであり、業務の実施にあたっては、対象事業が国直轄で
行う防波堤、泊地及び海岸事業であり、事業の効果が広範囲で多
岐に及ぶことから、総合的見地からの検討が必要であること、費
用対効果の把握を行う際のデータについては、公平・中立的立場
で港湾物流（民間企業含む）の実績を収集する必要があるととも
に、企業の秘密情報を取り扱う必要があることから厳格な守秘性
が求められる。さらには検討結果が関係者の利害に大きく左右さ
れる可能性があることから、行政に準じた中立的立場からの公正
な評価が求められる。また、港湾・海岸空間の高度利用に関する
専門知識や広範な情報・資料収集能力及び費用対効果分析に関
する専門的知見を有している必要がある。当該法人は、過去に本
調査と同様な各種港湾の費用対効果分析を多数実施し、総合的
な見地と専門的知見から優秀な成果を納めている。また、公益法
人ということから公正性・中立性・守秘性が確保される。従って、当
該法人は本業務を実施できる唯一の者であり、競争を許さないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7903 (社)日本海海難防止協会
直江津港船舶航行安全対策
調査

新潟港湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船町４－
３７７８

平成17年6月10日 2,310,000

(社)日本海海難防止協会との間で締結している直江津港船舶航
行安全対策調査は直江津港の利用者、海事関係者及び行政関
係者等で構成される「直江津港海上工事安全対策協議会」におい
て、直江津港港湾施設の建設工事中における航行船舶の安全確
保を図り、もって港内での海難事故等を未然に防ぐ安全対策等に
ついて検討を行うものである。本業務を実施するためには、直江
津港における船舶の航行の現状等を熟知しているとともに、特定
の者への利益誘導とならないための公平中立的な立場で委員会
等の運営に関する能力と豊富な経験が必要不可欠である。社団
法人日本海海難防止協会の事業内容は海難防止に関する事項
の調査研究、港湾の整備に関する調査研究、海難防止に関する
事項の周知宣伝及び教育指導と多岐にわたっているとともに、「直
江津港海上工事安全対策協議会」の場で海上工事中における航
行船舶の安全確保および海難防止方策等をオーソライズし、その
成果を十分に上げており、その設立目的も本業務の目的に一致し
ている。従って、当該法人は本業務を円滑・的確に遂行できる唯
一の者であり、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項
に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7904
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

新潟海岸（西海岸地区）寄居
浜海岸利用構想調査

新潟港湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船町４－
３７７８

平成17年6月17日 4,830,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している海岸整
備検討業務は、自然と共生し人々が日常的に海辺とつながりを保
てる海岸のあり方、「里浜づくり」を参考にし、防護面、環境面、利
用面から総合的に検討するものである。業務の実施にあたって
は、海岸利用者である地域住民の意見を取り入れた合意形成手
法により利用構想を策定することが必要であり、また、聴取した住
民意見を参考にしながら、利用構想の策定を客観的に審議するた
めに学識経験者からなる検討会を設立し取りまとめることが必要
である。当該法人は、港湾・海岸・海域環境に関する高度な知見と
豊富な情報を有しており、港湾及び海岸整備への住民参加に関
するあり方や海辺の生態系等海岸環境に関する調査実績を多数
有している。また、同法人は従来から「里浜づくり」の自主研究を
行っており、当該自主研究の成果と併せて検討することにより、本
業務の成果が得られる。また、これらの知見を活かした高度な判
断をもとに、中立的・公平的な立場から本調査の実施が可能であ
り、さらに住民意見を参考にしながらそれらの意見を取りまとめ、
学識経験者等を構成員とした検討会を招集し、中立的・公平的に
運営を行える唯一の者であり、競争を許さないことから、会計法第
２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7905
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

伏木富山港（新湊地区）道路
（東西線）施工検討調査

北陸地方整備局伏木富山事
務所長　小泉哲也
富山市牛島新町１１－３

平成17年6月17日 32,550,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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7906 (社)海洋調査協会
海象観測データ信頼性維持検
討調査

北陸地方整備局次長　　西田
仁志　　　新潟県新潟市美咲
町１－１－１

平成17年6月20日 24,990,000

(社)海洋調査協会との間で締結している海象観測デ－タ信頼性維
持検討調査は管内に設置されている海象観測装置のデータ品質
を維持するために、海象観測装置の調査を実施し、海象観測装置
の総合所見と次年度の検討を行うものである。本業務を実施する
にあたっては、各観測地点の特性、設置状況及び観測目的等を
熟知し、信頼性の高いデータを確保するため観測データの適切な
評価が行えるとともに、海象観測装置の構造及び海象観測システ
ムの機能等についても熟知している必要がある。同法人は当該海
象観測装置の研究開発を行い、海洋調査のための技術マニュア
ルや安全管理指針等の作成も手がけていることから、信頼性の高
い観測データを常に公平かつ公正に提供するための技術維持と、
観測データの精度を確保するための海象観測装置の調整点検技
術を有している唯一の者であり、競争を許さないことから会計法第
２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7907
(社)日本マリーナ・ビーチ協
会

新潟西海岸景観評価調査
新潟港湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船町４－
３７７８

平成17年6月21日 8,474,000

(社)日本マリーナ・ビーチ協会との間で締結している新潟西海岸景
観評価調査は、新潟西海岸において先行区間との整合を図りな
がら、人と海のふれあいの場としての海岸の景観を検討するもの
である。なお、検討にあたっては、利用計画及び施設計画を考慮
し、学識経験者、専門家からなる検討会およびワーキンググルー
プを組織して取り組むものである。業務の実施にあたっては、海岸
行政に精通しているばかりでなく海洋性レジャーや海浜地利用に
関する総合的かつ専門的な知見を有し、かつ高度な分析能力及
び判断が必要とされている。また特定の者への利益誘導とならな
いために公平・中立的な立場での検討会やワーキンググループ
の運営が必要となる。社団法人日本マリーナ・ビーチ協会はマ
リーナ及びビーチの整備及び運営に関する調査研究などを行って
おり、その設立目的も本業務の目的に一致している。さらに当該
法人は、過去に同様な調査を実施するなど、海岸の利用計画や
施設計画に関する調査等を多数実施している。従って、当該法人
は本業務を実施できる唯一の者であり、競争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

7908 (社)新潟港振興協会
新潟みなとトンネル全線開通
広報業務

新潟港湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船町４－
３７７８

平成17年6月24日 8,400,000

(社)新潟港振興協会との間で締結している新潟みなとトンネル全
線開通広報業務は、平成１７年度に新潟みなとトンネルが開通す
ることにより、東西新潟の交通の円滑化、海岸利用の促進が図ら
れることから、それを記念した広報業務を行うものである。業務の
実施にあたっては、港湾・空港行政に精通し、さらに関係者の総合
的な協力を公平・中立的な立場で得られることが必要不可欠であ
る。社団法人新潟港振興協会は定期航路をはじめとし、新潟港の
振興を積極的に展開するため、貨物及び旅客を誘致、広報宣伝・
調査研究などを行っており、その設立目的も本業務の目的に一致
している。当該法人は、過去に同様な調査を行う等、港湾関係全
般に関する各種イベントを多数実施し、優秀な成果を収めるなど
実績において申し分ない。また、本業務においては、新潟港みなと
トンネル事業における事業内容を熟知するとともに、行政関係者
の総合的な協力を公平・中立的な立場で得られる者である。従っ
て、当該法人は本業務を実施できる唯一の者であり、ることから会
計法第２９条の３第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）
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7909 (独)港湾空港技術研究所 中期地形変化特性検討調査
新潟港湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船町４－
３７７８

平成17年7月1日 5,720,000

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している中期地形変化特
性検討調査は、新潟西海岸整備に関し、一定期間経過にともなう
地形変化特性を検討し、これまでの面的防護工法の実施におけ
る様々な技術的課題の解決を目指すものである。本業務は、これ
ら技術課題の背後に存在しこれを支配している自然現象の原理
の解明に大きな役割を果たすため、海岸に関する総合的かつ最
新の知見を有することが必要であるとともに、理学・工学的研究遂
行能力及び研究実績を有することが必要である。また、国の海岸
整備事業の実施に直結する業務であり、本業務で明らかとなる大
規模潜堤の周辺の地形変化特性と波浪特性との関係は、これか
らの海岸・港湾整備における大規模潜堤の活用に影響を及ぼす
ことから、公正かつ中立的な立場で委託業務を行える者でなけれ
ばならない。独立行政法人港湾空港技術研究所は平成１３年の省
庁再編時に前身である運輸省港湾技術研究所を分割し設立され
たものであり、港湾、空港、海岸の整備に関する総合的な調査研
究の実績を数多く有しており、その設立目的も本業務の目的に一
致している。また、工学的研究の分野においても、海岸における波
浪や流れなどの水理特性、地形変化特性の解明など、その研究
水準は国際的な評価を得ている。さらに、独立行政法人港湾空港
技術研究所は本研究に必要不可欠なスペクトル解析や多変量解
析などの解析ツールの著作権を有しており、効率的な研究の遂行
が可能であることから、総合的かつ水準の高い検討ができる唯一
の者である。また、当該法人は独立行政法人通則法に則って設立
された機関であり、公正かつ中立的な立場から研究を実施できる
者である。加えて、国土交通省（および旧運輸省）からの行政ニー
ズに応える研究を通じて培った経済・社会的研究における研究遂
行能力も有しており、競争を許さないことから会計法第２９条の３
第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

7910
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

金沢港国有港湾施設点検診
断調査

北陸地方整備局　金沢港湾・
空港整備事務所長　塚田憲次
金沢市大野町４－２－１

平成17年7月14日 13,650,000

我が国の港湾施設のストック量の増加及び老朽化の進展等に伴
い、今後、必要な施設を「新たにつくる」だけでなく、「既存のものを
大切に使い、できるだけ長持ちさせる」ことが益々重要視されてお
り、このため、港湾施設が劣化する前に予防的な措置がとれるよ
う劣化状況等の把握に努める必要がある。本業務は、高度な技術
力をもって、既存の港湾構造物の劣化状況等を施設の各部位ごと
に詳細に点検・評価するとともに、現場条件や施工条件等も踏ま
えつつ総合的見地から港湾構造物全体としての健全度を総合評
価するものである。本業務を履行するためには、公平・中立な立
場から施設の状況を適切に評価することが必要であり、港湾構造
物の現場条件や施工技術を熟知したうえ、その施工等に関する専
門的知見を有することはもとより港湾構造物の維持管理にも精通
していることが必要不可欠である。財団法人港湾空港建設技術
サービスセンターは港湾構造物等の施工・維持管理に係る高度な
技術力及び知識を有しており、その設立目的も本業務の目的に一
致している。また、同センターは中立的な立場での業務遂行に資
する服務規程が整い、職員の管理体制も確保され、適正な情報管
理ができる公益法人である。よって本調査を実施できる唯一の公
益機関であることから会計法第２９条の３第４項の契約の性質又
は目的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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7911 (独)港湾空港技術研究所
水陸境界域における自動測量
システムの開発

北陸地方整備局新潟港湾空
港技術調査事務所長　高野誠
紀　新潟市入船町４－３７７８

平成17年7月15日 4,945,500

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している水陸境界域にお
ける自動測量システムの開発にあたっては、水陸境界域における
自然現象の解明等を含む海岸に関する総合的かつ最新の知見
と、それをふまえた水中作業ロボットの開発に必要な理学・工学両
面における研究遂行能力と研究実績を有するとともに、開発途中
のロボット実験機のシステム設計を熟知していることが必要不可
欠である。当該法人は、「港湾及び空港の整備等に関する調査、
研究及び技術の開発等を行うことにより、効率的かつ円滑な港湾
及び空港の整備等に資するとともに、港湾及び空港の整備等に
関する技術の向上を図ること」を目的に平成１３年４月に旧運輸省
港湾技術研究所より分かれて設立された独立行政法人である。
　本業務は当該法人が出願中の特許「多脚ロボットの歩行制御方
法（出願番号(2003-1009)）」を活用しなければ実施不可能である。
また当該法人は、国の港湾空港関係の総合研究センターであった
旧運輸省港湾技術研究所の専門的な研究成果や豊富な知見を
引き継ぐとともに、理学・工学的研究分野においても沿岸域の潮
流、水質、底質、生態系などの自然環境や各種港湾水理現象の
解明、水中部での視認・計測方法やそれを生かした水中作業ロ
ボット（水中バックホウ、ＡＵＶ、水中調査ロボット）などの研究開発
を行っており、水中ロボット及び関節可動部の防水機構の高度な
知識、技術を有している。また、水陸境界域における自然条件に
おいて、測量精度を確保しながら自動測量するシステムの開発は
民間企業では実績が無く、技術も有していない。上記より、当該法
人が本業務を遂行出来る唯一の機関であり、競争を許さないこと
から会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

7912 (独)港湾空港技術研究所
管内港湾域における津波防災
調査

北陸地方整備局新潟港湾空
港技術調査事務所長　高野誠
紀　新潟市入船町４－３７７８

平成17年7月15日 13,899,216

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している管内港湾域にお
ける津波防災調査の実施機関は北陸管内の港湾における津波被
害調査ならびにCGを用いて津波の実態を映像化するとともに、津
波啓蒙ビデオを作成するものである。当該調査の実施のために
は、港湾に関する総合的かつ最新の知見を有すること、３次元で
高精細に津波・高潮・高波が予測できる計算プログラムを有する
必要があるとともに、理学・工学研究遂行能力及び研究実績を有
することが必要である。（独）港湾空港技術研究所は港湾の整備
に関する調査研究の豊富な実績を有しており、理学・工学的研究
の分野においては、各種港湾水理現象の解明等、その研究水準
は国際的にも高く、かつ、行政研究機関として培った経済・社会的
研究における業務遂行能力も有している。同研究所は、「津波防
災研究センター」を設立して、津波被害予測技術の向上、津波災
害に関する知識や日本最大の長水路による実験を通して津波力
の啓蒙等を図ると共に、津波数値シミュレーションに関する豊富な
学識経験・研究実績を基に、より一層の津波に対する知見の高度
化を進めている。また、ＣＧによる映像化に際し必要となる、陸上
に遡上する津波の構造物に対する流速、津波力の算定プログラ
ムは、当該法人が所有する高精度な津波・高潮・波浪計算プログ
ラムであるSTOCおよびCADMAS-SURF/３Dによる検討が不可欠
であり、同研究所で開発されたもので著作権を有しており、民間で
所有しておらず、また，これらに代わるプログラムは他に存在しな
い。このため、本業務を遂行できる唯一の機関であり、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入
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7913 (財)沿岸技術研究センター
新潟海岸（西海岸地区）海岸
技術調査業務

新潟港湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船町４－
３７７８

平成17年7月19日 21,000,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7914
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

北陸地域物流方策検討調査
北陸地方整備局次長　　西田
仁志　　　新潟県新潟市美咲
町１－１－１

平成17年7月22日 18,585,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾利
用促進調査については、港湾空間における陸・海・空の交通体系
を活用した効率的な物流体系の構築について検討を行うものであ
る。本調査の実施にあたっては、全国の港の現況、本船から荷主
までの各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨物の流
動情報など豊富な知識と幅広い知見を有する必要がある。また、
荷主への企業ヒアリングなど、港湾関係者の利害に関わる個人情
報を取り扱うことから、公平かつ公益的立場にあり、十分な機密保
持能力を保持した機関である必要がある。当該法人は、公益法人
として公平・中立的立場での調査が可能であり、また、同者は「コ
ンテナ流動化調査」等の同種の調査をこれまで多数実施してお
り、本調査の実施に必要となる全国の港湾の現況、本船から荷主
までをつなぐ各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨
物流動情報等の豊富な知識と幅広い知見を有する唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7915 (財)沿岸技術研究センター
伏木富山港（伏木地区）伏木
外港構造物影響調査

北陸地方整備局伏木富山事
務所長　小泉哲也
富山市牛島新町１１－３

平成17年7月28日 18,900,000

本調査は、伏木富山港（伏木地区）の外港防波堤１５０ｍの延伸
に伴う周辺海域への影響について反射波、流況、音、振動、水
温、潮流等の変化を数値シミュレーション等により解析し、専門的
見地から影響の度合いを判定するものである。
本調査履行においては、港湾技術及び港湾構造物並びに海洋技
術に精通し、その建設技術に関する高度な知見を有している必要
があり、かつ調査結果のとりまとめにあたっては補償業務の方針
決定に関わってくることから中立・公正な立場で業務を実施する必
要がある。また、広域的・全国的な観点からの検討に際しては、全
国各地における類似業務検討の実績を豊富に有し、これを体系
的に整理・保管していることが必要不可欠である。財団法人　沿岸
技術研究センターは、これまでも、港湾技術に係る多くの自主研
究及び共同研究を行うとともに、各種港湾構造物の整備に係る技
術検討や、防波堤が近隣の海域に与える海象条件の変化、海域
利用への影響度合い等を詳細に検討し、評価及び対策の検討を
手がけるなど、港湾整備に関する高度な知見と高い技術力を有し
ており、その設立目的も本業務の目的に一致している。さらに、当
該水域で特に問題となる、未解明な水理特性上の検討項目も残
る富山湾特有の「より回り波」とも関連する長周期波についても、
研究を行ってきており高度で専門的な知見を有していると共に、本
件類似業務に関する全国各地での豊富な実績を有し、体系的に
整理・保管している唯一の組織である。したがって、当該法人は公
益法人として中立・公正な立場でこのような各種海象、水理特性
等を総合的、高度で専門的に分析する能力を有している唯一の者
であることから会計法第２９条の３第４項の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。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7916
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

新潟港国有港湾施設点検調
査

新潟港湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船町４－
３７７８

平成17年7月28日 18,900,000

我が国の港湾施設のストック量の増加及び老朽化の進展等に伴
い、今後、必要な施設を「新たにつくる」だけでなく、「既存のものを
大切に使い、できるだけ長持ちさせる」ことが益々重要視されてお
り、このため、港湾施設が劣化する前に予防的な措置がとれるよ
う劣化状況等の把握に努める必要がある。本業務は、高度な技術
力をもって、既存の港湾構造物の劣化状況等を施設の各部位ごと
に詳細に点検・評価するとともに、現場条件や施工条件等も踏ま
えつつ総合的見地から港湾構造物全体としての健全度を総合評
価するものである。本業務を履行するためには、公平・中立な立
場から施設の状況を適切に評価することが必要であり、港湾構造
物の現場条件や施工技術を熟知したうえに、その施工等に関する
専門的知見を有することはもとより港湾構造物の維持管理にも精
通していることが必要不可欠である。財団法人港湾空港建設技術
サービスセンターは港湾構造物等の施工・維持管理に係る高度な
技術力及び知識を有しており、その設立目的も本業務の目的に一
致し、公益法人という立場から公平・中立性が確保される。従っ
て、当該法人は本業務を実施できる唯一の者であることから、会
計法第２９条の３第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7917
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

伏木富山港（新湊地区）国有
港湾施設点検診断調査

北陸地方整備局伏木富山事
務所長　小泉哲也
富山市牛島新町１１－３

平成17年7月29日 14,175,000

我が国の港湾施設のストック量の増加及び老朽化の進展等に伴
い、今後、必要な施設を「新たにつくる」だけでなく、「既存のものを
大切に使い、できるだけ長持ちさせる」ことが益々重要視されてお
り、このため、港湾施設が劣化する前に予防的な措置がとれるよ
う劣化状況等の把握に努める必要がある。本業務は、高度な技術
力をもって、既存の港湾構造物の劣化状況等を施設の各部位ごと
に詳細に点検・評価するとともに、現場条件や施工条件等も踏ま
えつつ総合的見地から港湾構造物全体としての健全度を総合評
価するものである。本業務を履行するためには、公平・中立な立
場から施設の状況を適切に評価することが必要であり、港湾構造
物の現場条件や施工技術を熟知したうえ、その施工等に関する専
門的知見を有することはもとより港湾構造物の維持管理にも精通
していることが必要不可欠である。財団法人　港湾空港建設技術
サービスセンターは港湾構造物等の施工・維持管理に係る高度な
技術力及び知識を有しており、その設立目的も本業務の目的に一
致している。また、同センターは中立的な立場での業務遂行に資
する服務規程が整い、職員の管理体制も確保され、適正な情報管
理ができる公益法人である。よって本調査を実施できる能力を有
している唯一の者であることから会計法第２９条の３第４項の契約
の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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7918 三菱電機(株)
伏木富山港防災訓練映像受
配信設備設置業務

北陸地方整備局伏木富山事
務所長　小泉哲也
富山市牛島新町１１－３

平成17年8月11日 3,675,000

三菱電機(株) との間で締結している伏木富山港防災訓練映像受
配信設備設置業務は、北陸地方整備局が主催する防災実働訓練
で使用する映像設備のシステム構築及び操作を行うものである。
当該映像設備は、防災訓練本部と実働訓練場所との双方向の映
像受配信システムであり、富山県と防災関係機関が連携運営する
「防災ネット富山」に接続するシステムを補完構築する必要があ
る。「防災ネット富山」は、富山県内の道路、河川、港湾、山岳地帯
等に設置してある防災カメラの画像配信、雨量、水位情報等、災
害対策として富山県と国土交通省が光ケーブルで結ばれ、連携し
て災害情報を一元管理し発信しているものである。本業務の実施
にあたり、多会場で実施される防災訓練映像を双方向によるマル
チキャスト映像として送受信するには、既存の「防災ネット富山」の
制御ソフトウエアに精通していなければならず、また、デコーダ・エ
ンコーダ等のハードウエアについても、円滑な制御を行う必要性
から同系列のシステムと整合を取る必要があり、当該システムに
対しても高度な専門的技術力が必要不可欠である。また、既存シ
ステムとの接続上、本業務により設置した設備により運用するに
際し、稼働の不具合等の事態が発生した際の責任の所在を一本
化する必要がある。三菱電機株式会社は、「防災ネット富山」の制
御ソフトウエアと、基幹制御システムの構築に携わった業者で、高
度な専門的技術力を有しており、本業務を履行できる能力を有し
ている唯一の者であることから会計法第２９条の３第４項の契約の
性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7919
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

新潟空港アクセス手法改善調
査

新潟港湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船町４－
３７７８

平成17年8月23日 6,720,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、臨海部
の港湾空港施設利便性向上に関する検討業務については、港湾
空港施設利用者の利便性向上および当該施設の更なる活用を図
るため、アクセス手法等の改善を検討するものである。本業務の
実施にあたっては、その検討結果が既存の民営の交通システム
へ影響を与えることから、中立的・公平的な視点で実施しなければ
ならない。また、施設整備に関する多くの見識と高度な分析能力を
求められる。当該法人は臨海部の高度化等、港湾・海域環境に関
する情報・資料の収集、管理及び提供などを行っており、平成１２
年度には「交通・輸送分野検討委員会」を設立し、本業務に必要
な臨海部の活性化を含めた交通システムにおける多くの見識と高
度な分析能力を有している。また、過去に本業務に関連した検討
業務を行う等、港湾・空港のアクセシビリティ等の都市交通に関す
る検討業務を多数実施しており、港湾空港物流・交通状況に関す
る高い知見を有している中立的・公平的な唯一の機関であり、競
争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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7920 (社)日本港湾協会
地域活性化に資する港湾のあ
り方検討調査

北陸地方整備局次長　　西田
仁志　　　新潟県新潟市美咲
町１－１－１

平成17年8月25日 11,550,000

本調査は、佐渡地域をモデルとして、地域活性化に資する港湾の
あり方や観光の活性化方策として港湾の連携、利用、施設の整備
等を検討するものである。この調査の実施のためには、関係者へ
のヒアリング及び有識者を含む懇談会の設立・運営が必要であ
り、本調査の結果が、佐渡における既存の民営の物流システムへ
影響を与えることを踏まえ、公平かつ公正な立場で関係者へのヒ
アリング等を実施する能力及び、佐渡地域をはじめとする管内各
港の港湾計画などに精通していることが不可欠である。（社）日本
港湾協会は港湾に関する調査研究や情報・資料収集について十
分な経験、実績、専門知識、基礎データを有すとともに、両津港・
小木港をはじめとする管内各港の港湾計画策定業務を実施する
と共に、港湾管理者である地方自治体や港湾が所在する市町村
が会員となっている唯一の港湾関係公益法人であることから、港
湾に関する最新の情報を効率的かつ迅速に収集、効果的な分析
が可能な法人である。さらに、管内においても同様な調査を実施し
優れた実績をあげており、佐渡地域の各港の連携、利用、施設の
整備等を検討することができる機関であり、その設立目的も本業
務の目的に一致し、公益法人という中立的立場を有した法人でも
ある。以上のことから、同法人は本調査を実施できる能力を有す
唯一の者であることから会計法第２９条の３第４項の契約の性質
又は目的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7921
(財)国際臨海開発研究セン
ター

環日本海国際複合一貫輸送
実現方策調査

北陸地方整備局次長　　西田
仁志　　　新潟県新潟市美咲
町１－１－１

平成17年9月5日 23,730,000

国際臨海開発研究センターとの間で締結している、国際海上物流
に関する検討業務については、我が国と諸外国との海上輸送によ
る安定的な輸送ルートの確保を図るため、需要見通し、輸送にか
かる交通インフラ、制度的な課題等について検討し、今後の港湾
政策等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、関係法規等に加え、海外における港湾動向や諸外国の港湾
管理・運営及び通関制度等を十分理解し、かつ国内外を問わず港
湾に関する広範な情報収集能力、国際事情に卓越した専門知識
を必要とする。また、企業の利害に関わる内容を取り扱うため、中
立的・公平的な立場での業務遂行が求められる。
当該法人は、本業務に必要とされる海外港湾に関して、定常的に
情報収集及び分析調査を行っている国内で唯一の機関であり、海
外諸港湾に係る情報ネットワークを多数有し、効率的な情報収集
および知見を活かした高度な分析力を有している。これらの条件
を満たす者は当該法人をおいて他にはなく、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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7922 (社)新潟港振興協会
新潟港（東港地区）利用振興
調査

新潟港湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船町４－
３７７８

平成17年9月6日 3,360,000

(社)新潟港振興協会との間で締結している新潟港（東港地区）利
用振興調査は、新潟港における貨物動向の調査、地域の社会経
済情勢等の調査および大型岸壁の経済効果の検討を行い、新潟
港（東港地区）利用振興方策の基礎資料を作成するものである。
本調査の実施にあたっては、新潟港および港湾行政に関する知
見が豊富で、港湾、空港、海岸の現状および新潟港を中心とした
地方経済圏の産業について熟知していることが必要であり、また、
関係者へのヒアリングを公平かつ公正な立場で実施する能力が
不可欠である。社団法人新潟港振興協会は新潟港を利用する荷
主、港運企業、船社等を会員としており、定期航路をはじめとし新
潟港の振興を積極的に展開するため、貨物及び旅客を誘致、広
報宣伝・調査研究などを行っており、その設立目的も本業務の目
的に一致している。当該法人は、新潟港の利用に関する調査を多
数実施し、極めて優秀な成果を収めている。平成６年度には「新潟
港振興に関する懇談会」の実施、会報「みなと新潟」の発行や各
種イベントの開催実績もある。新潟港に関する多くの知見を有す
るだけでなく、新潟港を中心とした地方経済圏の産業や港湾行政
に関する高い知見を有している。新潟港を利用する多くの関係者・
関係企業へのヒアリングにおいては、会員を対象として効率的に
実施できるとともに、企業情報の取り扱いに対し中立であるととも
に公平かつ公正な扱いが確保されなければ企業からの協力は得
られないが、当該法人は本調査を公平かつ公正な立場で実施す
ることができる公益法人である。従って、当該法人は本業務を実
施できる唯一の者であり、競争を許さないことから会計法第２９条
の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7923 (社)日本作業船協会
「白山」舷外排送高度化システ
ム調査研究

北陸地方整備局新潟港湾空
港技術調査事務所長　高野誠
紀　新潟市入船町４－３７７８

平成17年9月7日 39,480,000

(社)日本作業船協会との間で締結している「白山」舷外排送高度
化システム調査研究を実施するためには、浚渫作業の２４時間連
続稼働、係船を伴わずに行う排送管による土砂排送作業など特
殊な稼働環境と設計条件を熟知しているとともに、ドラグサクショ
ン浚渫、浚渫土砂の舷外排送、ＤＰＳ、自動係船、ブイ及びブイの
係留、排送管の嵌合、各装置の制御システム、浮体の動揺特性
について熟知している必要がある。加えて、自動係船システムや
排送管自動嵌合技術の「白山」への応用について、多面的に検討
することができる豊富な知識と高度な専門技術を有している必要
がある。更に、この調査研究は、有識者を構成員とする委員会方
式により各種検討を行うものであり、検討結果は今後の製作・設
置・改造工事等へ反映されることから、特定の者に不当に有利又
は不利な開発内容とならないことが、必要である。そのため、改造
工事の契約の競争性が確保され、且つ最適な技術内容とすべく、
公正・中立の立場を踏まえて委員会を運営することができる能力
を有する者である必要がある。（社）日本作業船協会は作業船及
び関連する機械設備の性能向上に関する調査研究、計画及び設
計に関する相談、資料の収集並びに頒布等を事業として実施して
おり、ドラグ式浚渫船の改良に向けた各種の調査や船舶先端技
術調査等を実施し、さらに常に新しい技術の開発・習得に前向き
に取り組んでいる。これらの長年にわたる取り組みから、幅広い作
業船等に関する技術のノウハウを得ており、多様な海象条件下に
於いて安全・確実に稼働することができる種々の特殊作業船等に
関する豊富な知識と高度な専門技術を有しているいるため、前述
の「請負者が備えるべき必要要件・条件」をすべて有するものであ
る。また、同協会は「白山」建造時の設計も実施していることから、
それら技術の「白山」への応用に関する検討についても適切に実
施できる者である。また、同協会は定款に基づいて設立された公
益法人であることから、公正・中立な立場を踏まえて、上記委員会
を運営することができる能力も有している。  以上のとおり同協会
は、本システムの開発に必要な要件を全て備えた、唯一の者であ
り、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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7924
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

敦賀港国有港湾点検診断調
査

北陸地方整備局敦賀港湾事
務所長　山本浅司　福井県敦
賀市松栄町２番４３号

平成17年10月7日 11,235,000

我が国の港湾施設のストック量の増加及び老朽化の進展等に伴
い、今後必要な施設を「新たにつくる」だけでなく、「既存のものを
大切に使い、できるだけ長持ちさせる」ことがますます重要視され
ており、このため港湾施設が劣化する前に予防的な措置がとれる
よう劣化状況等の把握に努める必要がある。本業務は、高度な技
術力をもって、既存の港湾構造物の劣化状況等を施設の各部位
ごとに詳細に点検・評価するとともに、現場条件や施工条件等も
踏まえつつ、総合的見地から港湾構造物全体としての健全度を総
合評価するものである。本業務を履行するためには、公平・中立
な立場から施設の状況を適切に評価することが必要であり、港湾
構造物の現場条件や施工技術を熟知したうえ、その施工等に関
する専門的知見を有することはもとより港湾構造物の維持管理に
も精通していることが必要不可欠である。財団法人港湾空港建設
技術サービスセンターは港湾構造物等の施工・維持管理に係る高
度な技術力及び知識を有しており、本調査を実施できる唯一の公
益機関であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。ま
た、同センターは中立的な立場での業務遂行に資する服務規程
が整い職員の管理体制も確保され、適正な情報管理ができる公
益法人である。以上の理由により財団法人港湾建設技術サービ
スセンターはこの業務を実施できる唯一の者であることから、会計
法２９条の３第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7925
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

七尾港利用促進調査
北陸地方整備局　金沢港湾・
空港整備事務所長　塚田憲次
金沢市大野町４－２－１

平成17年10月20日 9,765,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾利
用促進調査については、港湾空間における陸・海・空の交通体系
を活用した効率的な物流体系の構築について検討を行うものであ
る。本調査の実施にあたっては、全国の港の現況、本船から荷主
までの各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨物の流
動情報など豊富な知識と幅広い知見を有する必要がある。また、
荷主への企業ヒアリングなど、港湾関係者の利害に関わる個人情
報を取り扱うことから、公平かつ公益的立場にあり、十分な機密保
持能力を保持した機関である必要がある。当該法人は、公益法人
として公平・中立的立場での調査が可能であり、また、同者は「コ
ンテナ流動化調査」等の同種の調査をこれまで多数実施してお
り、本調査の実施に必要となる全国の港湾の現況、本船から荷主
までをつなぐ各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨
物流動情報等の豊富な知識と幅広い知見を有する唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7926
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

新潟港・新潟海岸施工方策検
討業務

新潟港湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船町４－
３７７８

平成17年10月21日 28,770,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入
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7927
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

環境マネジメントシステム整備
業務

北陸地方整備局新潟港湾空
港技術調査事務所長　高野誠
紀　新潟市入船町４－３７７８

平成17年11月18日 3,990,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している環境マネ
ジメントに関する業務については、事務所における環境マネジメン
トシステムの構築及びISO14001の認証取得に向けた検討、調査
を行うものであるが、本業務を実施するにあたっては、ISO14000
シリーズについて高度な知識を有し、かつ港湾分野における事業
の特殊性や環境対策・施策に精通し当局の組織活動及び行政
サービスの環境負荷の低減に向けた調査・提案ができる能力がな
ければならない。当該法人は、港湾空間の高度化及び港湾環境
の充実に必要な計画・設計手法・費用対効果分析等に係る港湾
技術に関し、総合的・科学的な調査研究を行っている唯一の機関
であり、また港湾分野の特殊性をふまえた環境マネジメントシステ
ムの普及拡大のために環境ISO研究部門を設置して公的機関を
含めた認証取得支援を行っていることから、これらの条件を満足
する機関は唯一当該法人をおいて他になく、競争を許さないこと
から、会計法第２９条の３第４項に該当するため｡（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7928 国土環境(株)
浚渫土砂の海洋投入に係わる
環境影響基礎調査

新潟港湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船町４－
３７７８

平成17年11月18日 17,850,000

新潟西港では、これまで港湾機能の維持を目的に浚渫を行い、そ
の浚渫土砂は信濃川河口沖に海洋投入を行ってきたところであ
る。しかし、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一
部を改正する法律」が平成１９年４月から施行されることにより浚
渫土砂を含む廃棄物の海洋投入は環境大臣の許可が必要となっ
た。
　本業務はこの許可申請に必要な諸事項の整理、環境予測に関
する調査を実施するもので左記業者を含む４社に標準プロポーザ
ル方式により技術提案を求めた結果、左記業者の技術提案が他
社と比べて、専門的・技術的に高度であり評価が高かったことから
本業務の契約相手として特定したものである。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7929 (財)沿岸技術研究センター
伏木富山港（新湊地区）臨港
道路東西線技術検討調査

北陸地方整備局新潟港湾空
港技術調査事務所長　高野誠
紀　新潟市入船町４－３７７８

平成17年11月22日 11,445,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7930 (社)北陸建設弘済会
伏木富山港港湾整備事業広
報業務（その３）

北陸地方整備局伏木富山事
務所長　小泉哲也
富山市牛島新町１１－３

平成17年12月19日 294,000 少額随契（会計法第２９条の３第５項、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
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7931
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

金沢港・七尾港施工方策検討
調査

北陸地方整備局　金沢港湾・
空港整備事務所長　塚田憲次
金沢市大野町４－２－１

平成17年12月20日 15,645,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7932 (社)日本港湾協会
七尾港（大田地区）岸壁（－１
３ｍ）付帯設備設計

北陸地方整備局　金沢港湾・
空港整備事務所長　塚田憲次
金沢市大野町４－２－１

平成18年1月10日 5,617,500

日本港湾協会との間で締結している、港湾保安対策に関する検
討業務については、米国同時多発テロを受けて、世界中の船舶所
有者、港湾管理者等に保安の確保のための措置を義務付けた海
上人命安全条約及びその国内法である「国際航海船舶及び国際
港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づく、港湾保安対策
のあり方と保安対策施設の配置計画を検討し、当該港湾の保安
体制の強化を図るものであり、当該業務内容の漏洩は、実効性を
伴うテロ計画の構築やテロ行為の実行に利用されるおそれがある
ため、極めて機密性の高いものである。本業務の実施にあたって
は、港湾保安に関する機密情報の保全を講じつつ、起こりうる保
安事態に対応した港湾保安対策及び保安対策施設の配置に関す
る検討を行う必要があることから、秘密保全の組織体制が十分整
備されているとともに、港湾における管理・運営に関する総合的な
知識や実態の把握、保安措置に関する幅広い知見と情報を有す
ることが不可欠である。当該法人は、港湾に関する資料の収集、
港湾政策の総合的な調査・研究を行い、その成果の普及を通じて
港湾施設整備と管理の改善を促進し、もって産業の振興と貿易の
伸展等に寄与するための多岐にわたる業務を行っており、また、
「港湾保安対策室」を設置し、港湾保安業務に関する専門知識を
豊富に有しているとともに、秘密の保全を講じつつ業務を実施する
ための十分な組織体制が整っている。加えて港湾管理者等を会
員としており、港湾にかかる調査・計画・整備・管理・運営等の総
合かつ高度な情報の蓄積がある。また、平成１６年度において「国
際港湾施設保安対策検討調査」等の調査を実施し、港湾の保安
措置に関する高度な知見、ノウハウを有している。これらの情報は
特に守秘義務を要するものであるため、特定の団体以外にこれら
の情報を扱わせることはできず、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（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)



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7933 (社)新潟港振興協会
港湾空港部広報基本企画作
成業務

北陸地方整備局次長　　西田
仁志　　　新潟県新潟市美咲
町１－１－１

平成18年1月19日 4,620,000

本業務は、北陸地方整備局の港湾整備事業の円滑な推進に寄与
するため、平成１８年度に港湾空港部が行う広報業務の企画原案
を行うものであり、本業務を実施するためには、次の要件を兼ね
備えていることが必要不可欠である。①港湾行政、港湾振興に関
する豊富な知識を有している。②当局管内の港湾整備事業や港
湾利用者等からの要請等を把握している。③広報の手法及び活
動が特定の者に偏らない公平性・中立性があること。社団法人新
潟港振興協会は、環日本海交流時代のゲートウェイ港として新潟
港の発展・振興を目指し広報・宣伝及び海事思想の啓発を行う中
で、港湾関係イベント等の参画及び港湾管理者、港湾利用者及び
経済界との調整並びに交流を活発に行っており、日本海北陸地区
における港湾の整備促進にかかる会合の事務局としても、相互の
緊密なる疎通連携を図るとともに、港湾整備促進のため共同して
適切強力なる運動を推進し、会合内の意見集約等を図りつつ管内
の港湾振興活動を展開するほか、管内港湾管理者等から幅広い
情報の収集と港湾整備等に対するニーズを把握し、管内の港湾
等に対する幅広い知識を有している公益法人である。本業務を実
施するにあたり必要となる広報の企画原案ができるのは、業務履
行に必要である豊富な知識と当局管内の港湾整備等へのニーズ
を把握し、かつ、公平・中立な立場で活動を行っている、上記３つ
の要件を備えた同協会をおいて他にはない。よって、本業務を実
施できる能力を有す唯一の者であることから会計法第２９条の３第
４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7934 (社)新潟港振興協会
新潟港における国内物流ネッ
トワークに関する施設整備検
討調査

北陸地方整備局次長　　西田
仁志　　　新潟県新潟市美咲
町１－１－１

平成18年1月19日 7,980,000

(社)新潟港振興協会との間で締結している新潟港における国内物
流ネットワークに関する施設整備検討調査は、新潟港をモデル港
としてヒアリング等により国内物流ネットワーク貨物の動向を分析
し、国際物流ネットワークとの連携に必要な施設整備について検
討するものである。本調査の実施に当たっては、民間事業者等へ
のヒアリングを行うことが必要であり、本調査の結果が、既存の民
営の物流ネットワークへ影響を与えることを踏まえ、公平・中立な
立場で実施する能力及び、新潟港における物流・経済動向につい
ての深い知見が必要である。また、国際物流ネットワークとの連携
に必要な港湾施設整備に精通していることが必要不可欠である。
（社）新潟港振興協会は、環日本海時代を迎え対岸諸国との交流
拠点となるべき管内最大規模の新潟港の振興・発展を目指して、
専門部会を設けて、新潟港のサービス機能拡充・利用促進活動を
行うとともに、県内の荷主企業等を対象に、港湾・物流に関する最
新情報を提供する「新潟港セミナー」を開催するなど、新潟港にお
ける物流・経済動向及び、港湾施設整備に精通している公益法人
であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。当該法人
は、新潟港利用者及び港湾立地企業等を会員とし、企業の物流
動向等についてのヒアリングを公平・中立な立場で効率的に実施
でき、管内最大規模の新潟港の物流に関して設立以来研究に取
り組んでおり、その資料及び港湾施設整備に関する深い知見を活
用することができる唯一の者である。よって、本調査を実施できる
能力を有す唯一の者であり、競争を許さないことから会計法第２９
条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7935
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

新潟空港誘導路等施工方策
調査

新潟港湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船町４－
３７７８

平成18年2月8日 9,030,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7936 (社)日本海海難防止協会
金沢港船舶航行安全対策調
査

北陸地方整備局　金沢港湾・
空港整備事務所長　塚田憲次
金沢市大野町４－２－１

平成18年2月9日 5,302,500

 (社)日本海海難防止協会との間で締結している金沢港船舶航行
安全対策調査は、金沢港（大野地区）多目的国際ターミナルの整
備において、暫定供用時における大型船舶の航行安全を確保す
るために必要な暫定形状等（航路幅、泊地域）について調査・検討
を実施するものである。本調査にあたり、対象船舶が現在利用し
ている主要港湾での入出港時の操船方法についての実態調査や
金沢港の水先人をはじめとした海事関係者へのヒアリング調査お
よび暫定供用時の金沢港における対象船舶の操船方法等の検討
を効率的に実施する能力が必要であると共に調査検討される暫
定形状等（航路幅、泊地域）が特定の者に有利に働くことの無いよ
う公平・中立・厳正な立場で実施する必要がある。さらに、現港湾
計画における船舶の航行安全確保方策について、その方針や具
体的な内容を熟知し、安全対策の整合性を確保する必要がある。
社団法人　日本海海難防止協会は、海難防止に関する事項の研
究、港湾整備時の船舶航行安全対策に関する調査研究、海難防
止に関する事項の周知宣伝および教育指導と多岐にわたってお
り、その設立目的も本業務の目的に一致している。加えてこのよう
な調査研究を行っている者は他にはいない。同法人は、本業務実
施にあたり協会加盟の会員（ユーザー）に対し、ヒアリングを実施
することが出来ると共に、ヒアリング情報等を踏まえ中立・公正な
立場での操船方法や手法の検討が実施できる。また、過去からの
金沢港の安全方策及び安全理念を熟知しており効率的な業務実
施が可能である。以上のことから同協会は、本調査を実施可能な
唯一の者であり、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４
項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7937 (財)沿岸技術研究センター
管内波浪情報携帯電話掲載
システム構築

北陸地方整備局新潟港湾空
港技術調査事務所長　高野誠
紀　新潟市入船町４－３７７８

平成18年2月27日 2,688,000

本業務の実施に当たっては、国土交通省港湾局、各地方整備局、
北海道開発局、沖縄総合事務局、国土技術政策総合研究所及び
独立行政法人港湾空港技術研究所の相互協力のもとに構築・運
営されている全国港湾海洋波浪情報網（ＮＯＷＰＨＡＳ）（以下、ナ
ウファスという）の実況データにより波浪情報を予測し、配信を行う
沿岸気象海象情報配信システム（ＣＯＭＥＩＮＳ）（以下、カムインズ
という）を用いることが不可欠である。 カムインズは、ナウファスの
波浪観測データ及び波浪等の予測情報をリアルタイムで配信する
国内唯一のシステムである。したがって本業務を実施するために
はカムインズを所有、運用していることが求められる。財団法人沿
岸技術研究センターは、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係
る港湾技術並びにこれらに関連する技術に関する調査、試験及び
研究を推進するとともに、これらの技術等の活用及び普及並びに
沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技術の国際整合
性の促進に努め、もって海洋の開発、利用、保全及び防災の推進
に寄与することを目的とする公益法人である。財団法人沿岸技術
研究センターは、波浪情報部にてカムインズを構築、所有および
運用している唯一の者であることから、会計法第２９条の３第４項
の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。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7938 (財)沿岸技術研究センター
平成17年度　管内海象情報収
集提供システム維持管理

中部地方整備局名古屋港湾
空港技術調査事務所長　宮島
正悟名古屋市南区東又兵ヱ
町1-57-2

平成17年4月1日 3,888,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している気象海象情報提供
業務については、港湾工事の工程管理及び安全確保並びに防災
対策を目的として、気象海象に関する各種情報を得るとともに、そ
れらの情報を一般市民向けに提供するための防災情報表示盤の
保守点検等を行うものである。本業務の実施に当たっては、提供
情報の公共性、信頼性及び即時性が求められ、かつ、気象庁の
波浪予測及び各種気象情報と（独）港湾空港技術研究所で管理し
ている波浪実況情報等も併せて使用するため、これらの情報を提
供出来る体制を有している事が必要不可欠である。また、保守点
検の対象である防災情報表示盤の構成機器及びシステム構築の
内容等を詳細に把握していることに加え、表示する情報の取得先
である沿岸気象海象情報配信システムとの送受信、制御等に関
するシステムについても把握していることが求められ、かつ中立
的・公平的な立場から業務を行う必要がある。これらの条件を満
たす者は当該法人をおいて他にはなく、システムの著作権を有し
ており、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当
するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

7939 (財)沿岸技術研究センター
平成１７年度　港湾空港関係
整備に係る沿岸気象海象情報
の予測解析業務

中部地方整備局副局長　松下
敏郎　　名古屋市港区築地町
２番地

平成17年4月1日 14,595,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している沿岸気象海象情報
予測解析業務については、港湾・空港及び海岸における施設の
調査・計画・設計・管理・保全及び利用並びに工事等の実施の際
に必要不可欠な気象海象情報及び台風等非常時の港湾・海岸に
おける管理情報を充実させ、災害防止対策の確立を図るため、精
度の高い波浪予測データを取得するものである。そのため、本業
務の目的を確実に実施するためには、過去からの大量な波浪観
測データの蓄積とリアルタイムの波浪観測データの取得が必要不
可欠である。沿岸気象海象情報配信システム（COMEINS）は、国
土交通省港湾局の全国港湾海洋波浪情報網（ＮＯＷＰＨＡＳ）の波
浪観測データと、気象庁の予報及び観測情報をもとに独自の解析
を行い、波浪観測情報をリアルタイムで配信するシステムである。
このシステムは、昭和５６年の運輸技術審議会１１号答申「１９８０
年代における海洋調査の推進」において、「沿岸波浪観測網等か
ら得られる膨大な量の沿岸波浪データの蓄積を行い、工学的、統
計的利用のための解析及び提供を行う沿岸波浪センター（仮称）
を整備する。」とされたのを受けて、当該法人内に設立された波浪
情報部が開発したものであり、日本沿岸域の予測値を検証、補正
して精度の高い波浪予測、波浪実況を提供するとともに、台風接
近時の港湾の高浪予測や潮位予測をリアルタイムで行うシステム
を構築しているのは、COMEINSのみである。また、過去においても
その予測精度が高く評価できるものであることから、本業務を達成
する唯一のシステムであり、著作権を有しており、競争を許さない
ことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（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
（１９年度以降一般競
争入札に移行）

7940 (財)名古屋港埠頭公社
名古屋フェリー埠頭第３バース
賃貸借

中部地方整備局副局長　松下
敏郎　　名古屋市港区築地町
２番地

平成17年4月1日 11,707,000

(財)名古屋港埠頭公社との間で締結している名古屋フェリー埠頭
第３バース賃貸借は、名古屋港湾事務所が所有する大型浚渫兼
油回収船の係船場所として使用できる係留施設の賃貸借である
が、名古屋港内においては、本船舶を係留することができる大型
のバースが当該施設のほかにないことから、会計法２９条の３第４
項に該当するため。（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
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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7941
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平成１７年度三河港湾事務所
現場技術業務

中部地方整備局三河港湾事
務所長　田辺義夫　　豊橋市
神野ふ頭町１番地１

平成17年4月6日 29,925,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7942
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平成１７年度　名古屋港湾事
務所現場技術業務

中部地方整備局副局長　松下
敏郎　　名古屋市港区築地町
２番地

平成17年4月6日 69,930,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7943
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平成１７年度　清水港湾事務
所現場技術業務

中部地方整備局副局長　松下
敏郎　　名古屋市港区築地町
２番地

平成17年4月6日 70,665,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7944
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平成１７年度　四日市港湾事
務所現場技術業務

中部地方整備局副局長　松下
敏郎　　名古屋市港区築地町
２番地

平成17年4月6日 114,450,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）
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7945 (社)日本潜水協会
平成１７年度名古屋港水中部
施工状況調査

名古屋港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築地町２

平成17年4月6日 2,520,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

7946 (社)中部建設協会
平成１７年度定期刊行物（いき
いき中部）購入

中部地方整備局副局長　松下
敏郎　　名古屋市港区築地町
２番地

平成17年4月11日 21,708,000

(社)中部建設協会との間で締結している定期刊行物購入は、中部
地方整備局の各事業や社会資本と地域の歴史や文化とのつなが
り等を紹介する広報誌である定期刊行物「いきいき中部」を購入す
るものである。本誌の印刷・発行は当該法人が行っており、競争を
許さないため会計法第２９条の３第４項に該当するため。（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
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7947 (社)中部建設協会 作業服（ズボン３着）
四日市港湾事務所長　鈴木勝
敏　四日市市千歳町９番地の
１

平成17年4月12日 13,000 少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条第七号） 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（１７年
度限り）

7948
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平成１７年度　工事帳票管理
システム導入運用支援業務

中部地方整備局副局長　松下
敏郎　　名古屋市港区築地町
２番地

平成17年4月18日 12,180,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、工事
帳票管理システム運用支援業務については、管内において港湾Ｃ
ＡＬＳを運用するために必要となる、「工事帳票管理システム」の導
入・設定及び運用支援等（操作支援、説明会等）を実施するもので
ある。本業務を的確に遂行するためには、「工事帳票管理システ
ム」を熟知していることが必須要件であるとともに、工事帳票管理
システムを利用する多数の工事請負者（第三者）に対し中立性・
公平性を持って迅速に対処する必要がある。当該法人は、発注及
び施工に係るシステムに関する調査研究及びその開発と普及、並
びに、発注及び施工に係る技術に関する研修会・講習会等の開
催、刊行物の発行等を事業としており、特に本業務の施工に当
たって必要となる、施工に係るシステムに関する開発、及び、施工
に係る技術に関する研修会の開催に関し、高度な技術力と情報
量を有している。さらには、「工事帳票管理システム」を構築すると
ともに当該システムの著作権を有し、各整備局での「工事帳票管
理システム」の導入・設定及び運用支援に携わっており、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7949 (社)伊勢湾海難防止協会
平成１７年度名古屋港大水深
岸壁航行安全検討調査

名古屋港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築地町２

平成17年4月20日 8,725,500

　(社)伊勢湾海難防止協会と締結している平成１７年度名古屋港
大水深岸壁航行安全検討調査は、平成１７年度名古屋港大水深
コンテナ岸壁整備において、工事施工期間中の航行船舶に対す
る安全対策について詳細検討を行い、「飛島ふ頭（南側）コンテナ
バース整備工事に伴う船舶航行安全委員会」で審議を行うもので
あるが、本調査の実施には、名古屋港における船舶航行実態を
把握し、海難事故防止かつ船舶の円滑な航行の観点から水域施
設の計画・整備に関し、高い見識、高度な計画能力を有する必要
があるとともに、公正な立場での業務遂行が必要である。これらの
条件を満足する機関は唯一当該法人を置いて他になく、当該協会
の設立目的も本業務の目的と合致しており、競争を許さないこと
から会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7950 (社)日本作業船協会
平成17年度　清龍丸浚渫効率
検討調査

中部地方整備局名古屋港湾
空港技術調査事務所長　宮島
正悟名古屋市南区東又兵ヱ
町1-57-2

平成17年4月20日 6,300,000

　(社)日本作業船協会との間で締結している平成17年度清龍丸浚
渫効率検討調査は、ドラグサクション浚渫兼油回収船「清龍丸」の
浚渫機器作動状況及び浚渫データから、浚渫能力の検証、効率
向上の検討を行うものである。実施にあたっては、ドラグサクション
船の構造・浚渫システム等を熟知し、浚渫方法に関する深い知見
が必要である。
　同協会は、ドラグサクション浚渫兼油回収船の設計や数量計算
の実績があり、浚渫システムを十分に熟知しており、「清龍丸」建
造にあたっては現場技術業務として施工状況や各機器の確認を
実施し、「清龍丸」の機器構成やシステムを熟知している。また浚
渫能力の検証等にあたっては、公正かつ中立的な立場から業務
を行う必要がある。これらの条件を満たす機関は当該法人をおい
て他になく、また、その設立目的も本業務の目的と一致しており、
競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7951 (社)日本潜水協会
平成１７年度　清水港水中部
施工状況調査

清水港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町７－２

平成17年4月27日 3,832,500

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

7952 (社)中部建設協会 作業服（上着４着・ズボン２着）
四日市港湾事務所長　鈴木勝
敏　四日市市千歳町９番地の
１

平成17年5月16日 32,000 少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条第七号） 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（１７年
度限り）

7953 (社)中部建設協会 作業服
中部地方整備局三河港湾事
務所長　田辺義夫　　豊橋市
神野ふ頭町１番地１

平成17年5月20日 91,800 少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条第七号） 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（１７年
度限り）
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物品等又は役務の
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7954 (社)日本港湾協会
平成１７年度三河港・衣浦港
工事監視施設詳細設計

中部地方整備局三河港湾事
務所長　田辺義夫　　豊橋市
神野ふ頭町１番地１

平成17年5月20日 26,985,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾保安対策に関する検
討業務については、米国同時多発テロを受けて、世界中の船舶所
有者、港湾管理者等に保安の確保のための措置を義務付けた海
上人命安全条約及びその国内法である「国際航海船舶及び国際
港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づく、港湾保安対策
のあり方と保安対策施設の配置計画を検討し、当該港湾の保安
体制の強化を図るものであり、当該業務内容の漏洩は、実効性を
伴うテロ計画の構築やテロ行為の実行に利用されるおそれがある
ため、極めて機密性の高いものである。本業務の実施にあたって
は、港湾保安に関する機密情報の保全を講じつつ、起こりうる保
安事態に対応した港湾保安対策及び保安対策施設の配置に関す
る検討を行う必要があることから、秘密保全の組織体制が十分整
備されているとともに、港湾における管理・運営に関する総合的な
知識や実態の把握、保安措置に関する幅広い知見と情報を有す
ることが不可欠である。当該法人は、港湾に関する資料の収集、
港湾政策の総合的な調査・研究を行い、その成果の普及を通じて
港湾施設整備と管理の改善を促進し、もって産業の振興と貿易の
伸展等に寄与するための多岐にわたる業務を行っており、また、
「港湾保安対策室」を設置し、港湾保安業務に関する専門知識を
豊富に有しているとともに、秘密の保全を講じつつ業務を実施する
ための十分な組織体制が整っている。加えて港湾管理者等を会
員としており、港湾にかかる調査・計画・整備・管理・運営等の総
合かつ高度な情報の蓄積がある。また、平成１６年度において「国
際港湾施設保安対策検討調査」等の調査を実施し、港湾の保安
措置に関する高度な知見、ノウハウを有している。これらの情報は
特に守秘義務を要するものであるため、特定の団体以外にこれら
の情報を扱わせることはできず、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（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)

7955
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

平成１７年度　御前崎港藻場
造成検証調査

清水港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町７－２

平成17年5月23日 22,449,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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7956
(社)港湾荷役機械システム
協会

平成１７年度　清水港・御前崎
港港湾工事補助施設機械技
術調査

清水港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町７－２

平成17年5月27日 2,835,000

(社)港湾荷役機械システム協会との間で締結している平成１７年
度清水港・御前崎港港湾工事補助施設機械技術調査は、港湾工
事で使用する各機械設備の整備項目、整備サイクル等定期修理
に必要な技術調査を行うものである｡本業務の実施においては、
港湾工事用機械性能向上の研究遂行能力と研究実績を有し、且
つ港湾工事用機械の最新の知見を有することが必要である。ま
た、本業務は当所が所有する機械の今後の整備方針に直結し、
整備の実施に大きく影響するため公平中立な立場を必要とする。
これらの条件を満足する機関は唯一当該法人をおいて他になく、
当該法人の設立目的も本業務の目的に合致しており、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7957 (社)日本作業船協会
平成17年度　港湾工事補助機
材整備技術調査

中部地方整備局名古屋港湾
空港技術調査事務所長　宮島
正悟名古屋市南区東又兵ヱ
町1-57-2

平成17年6月1日 1,500,000

(社)日本作業船協会との間で締結している港湾工事補助施設船
舶技術調査は、港湾工事等で使用する当局所有の作業船を良好
な状態で使用するための定期的な修理工事に関する技術調査を
行うものである。本調査の成果は、今後の維持更新計画に直結す
ることから、特定の者に有利とならないよう公平性、中立性をもっ
て業務を行うことが不可欠である。当該法人は、作業船及び作業
船に関する機械設備の技術向上及び開発を図ることを目的とした
公益法人で、これまでに作業船設計基準の作成や各種作業船の
構造設計、老朽化調査等の業務を実施した実績を有し、作業船に
ついて十分な知識を保持しており、本業務を的確かつ効率的に実
施でき、公平性・客観性についても確保されている唯一の機関で
あり、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7958 (社)日本潜水協会
平成１７年度　下田港水中部
施工状況調査

清水港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町７－２

平成17年6月22日 1,512,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

7959
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平成１７年度港湾施設の健全
度評価調査

中部地方整備局三河港湾事
務所長　田辺義夫　　豊橋市
神野ふ頭町１番地１

平成17年6月23日 15,330,000

本調査は､国有港湾施設の港湾構造物の利用度･重要度を考慮し
劣化状況・劣化度について､総合評価を行うものである｡本業の実
施のためには港湾機能とその利用の解析や港湾構造物の維持管
理における研究と港湾土木技術研究の遂行能力・研究実績を有
し且つこれらの最新の知見を有することが必要である。また、評価
レベルは、全国一律に整合性を図り実施することが必要であり、
施設の状況を公平・中立な立場で行う必要がある。これらの条件
を満足する機関は唯一当該法人をおいて他になく、また、当該法
人の設立目的も本業の目的と合致していることから、会計法第２９
条の３第４項の契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該
当するため随契とした｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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7960 (社)日本潜水協会
平成１７年度四日市港水中部
施工状況調査

四日市港湾事務所長　鈴木勝
敏　四日市市千歳町９番地の
１

平成17年6月24日 1,018,500

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

7961 (社)日本潜水協会
平成１７年度　御前崎港水中
部施工状況調査

清水港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町７－２

平成17年6月27日 2,100,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

7962
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平成１７年度　防災支援体制
準備検討調査

中部地方整備局副局長　松下
敏郎　　名古屋市港区築地町
２番地

平成17年6月28日 9,450,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、防災
業務体制検討調査については、港湾空港関係防災業務体制のあ
り方等に関する既存の資料や今回新たに行う関係機関へのヒアリ
ング結果を基に、関係機関との連携を視野に入れた災害時の初
動マニュアルの改訂作業を行うものである。本調査を行うにあたっ
ては当局における防災体制や災害対策の手順等に関する専門的
な知識と豊富な経験を有し、国としての役割を十分に把握した上
で、地元関係機関との連携体制や各種資料の作成など、行政の
立場に立った検討が必要となる。これらの条件を満足する機関は
唯一当該法人をおいて他になく、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
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契約を締結した日 備考
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7963
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

平成１７年度名古屋港海洋環
境把握検討調査

名古屋港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築地町２

平成17年6月29日 22,260,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7964
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平成１７年度名古屋港施工記
録検討調査

名古屋港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築地町２

平成17年6月30日 12,390,000

本業務は、名古屋港の整備と中部空港建設の関連について詳細
に調査等を行うものである。本業務実施に当たっては、港湾工事
及び空港建設工事に関する技術、情報及びそれを取り巻く課題な
どについて深い知識と総合的な技術力に加え、高い見識と多くの
情報を有していることが必要であるが、（財)港湾空港建設技術
サービスセンターは、港湾及び空港建設事業の執行に係わる技
術や情報を結集し、それを取り巻く課題を一元的に調査研究する
ことで技術向上を図り、これらの成果を国・港湾管理者へ普及・活
用を促進している唯一の機関であり、当該業務を円滑かつ確実に
実施できる唯一の者であることから会計法第２９条の３第４項の契
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随契と
した。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7965 (財)沿岸技術研究センター
平成17年度　管内設計入力地
震動検討調査

中部地方整備局名古屋港湾
空港技術調査事務所長　宮島
正悟名古屋市南区東又兵ヱ
町1-57-2

平成17年7月4日 28,560,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している地震動分析業務は、
港湾基準の改定に伴い、今後、港湾施設の耐震設計において必
要となる各港湾毎の地震動を確立するための調査を主に行うもの
である。本業務を円滑に遂行するためには、港湾施設の耐震性に
関する技術的な蓄積はもとより、港湾構造物の設計・施工などの
港湾技術について総合的に検討し、判断できる専門知識が必要
である。また、有識者等によるワーキングを開催し、管内の特定重
要港湾および重要港湾における地震を想定し、地震波形を算定
することは、今後の港湾施設の展開へも影響を及ぼすことから、
公平・中立的な立場で適切に判断し、高度かつ幅広い知見を持っ
て評価検討することが重要となるため、公益性の高い法人との契
約が必要である。当該法人は、沿岸域の開発、利用及び保全に
係る港湾技術、造船技術並びにこれらに関連する技術に関する
調査、試験及び研究を実施しており、港湾施設について多くの設
計知識の実績を持つだけでなく、港湾施設に関する広い知見や豊
富な知識と多くの情報を有している唯一の者であり、競争を許さな
いことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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7966
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平成１７年度　防災業務体制
検討調査

中部地方整備局副局長　松下
敏郎　　名古屋市港区築地町
２番地

平成17年7月22日 19,949,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、防災
業務体制検討調査については、港湾空港関係防災業務体制のあ
り方等に関する既存の資料や今回新たに行う関係機関へのヒアリ
ング結果を基に、関係機関との連携を視野に入れた災害時の初
動マニュアルの改訂作業を行うものである。本調査を行うにあたっ
ては当局における防災体制や災害対策の手順等に関する専門的
な知識と豊富な経験を有し、国としての役割を十分に把握した上
で、地元関係機関との連携体制や各種資料の作成など、行政の
立場に立った検討が必要となる。これらの条件を満足する機関は
唯一当該法人をおいて他になく、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7967 (財)清水港湾博物館
平成１７年度　清水港・田子の
浦港・下田港港湾資料収集

清水港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町７－２

平成17年7月27日 6,090,000

(財)清水港湾博物館との間で締結している平成１７年度清水港・
田子の浦港・下田港港湾資料収集は駿河湾・伊豆半島周辺地域
において文献･ﾋｱﾘﾝｸﾞ調査により､港に係わる文化的資源を発掘･
整理し、みなとづくりの資料とするものである。本業務の実施にあ
たっては、当該地域の港文化・産業や他地域の交易港等との交流
文化・経済などの専門的な歴史研究遂行能力及び研究実績を有
し、さらに地元の個人研究家とのネットワークを持っていることが
必要である。これらの条件を満足する機関は唯一当該法人をおい
て他になく、また、当該法人の設立目的も本業務の目的と合致し
ており、競争を許さないため会計法第２９条の３第４項に該当する
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
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7968
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平成１７年度四日市港施工検
討調査

四日市港湾事務所長　鈴木勝
敏　四日市市千歳町９番地の
１

平成17年7月28日 29,925,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7969
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平成１７年度名古屋港大水深
岸壁整備施工検討調査

名古屋港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築地町２

平成17年7月29日 15,750,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7970 (社)中部建設協会 作業服購入４５着
中部地方整備局副局長　松下
敏郎　　名古屋市港区築地町
２番地

平成17年8月2日 224,000 少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条第七号） 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（１７年
度限り）
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7971
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平成１７年度名古屋港港湾施
設維持管理手法検討調査

名古屋港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築地町２

平成17年8月11日 4,935,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している維持管
理手法検討業務については、認定運営者に貸し付ける岸壁の維
持管理手法について検討し維持管理要領及び点検実施要領を策
定するものであり、今後の直轄自ら管理する岸壁の維持管理手法
の方向性に大きな影響を与えるものであることから、公正かつ中
立的な立場から業務を行う必要があり、競争を許さないことから、
会計法第２９条の３第３項に該当するため。（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
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）

7972
(社)ウォーターフロント開発
協会

平成１７年度中部地域の港湾
物流機能の高度化に向けた検
討調査

中部地方整備局副局長　松下
敏郎　　名古屋市港区築地町
２番地

平成17年8月11日 7,455,000

(社)ウォーターフロント開発協会との間で締結している平成１７年
度中部地域の港湾物流機能の高度化に向けた検討調査は、国際
コンテナ貨物輸送や港湾における各種施設整備の現状と動向、
荷主や物流事業者等のニーズなどを踏まえ、国際貨物輸送の円
滑化・効率化、効率的で環境と調和のとれた流通業務の促進に資
する港湾のあり方、港湾国際流通拠点としての開発整備のあり
方、港湾国際流通拠点の形成方策について検討するものである。
本業務の実施にあたっては、全国各地で展開されている港湾施設
及び港湾周辺における物流環境整備等のウォーターフロント開発
の状況に関する豊富な情報と十分な知見を有していることが必要
である。当該法人は、ウォーターフロント開発事業を実施・運営す
る民間事業者や港湾管理者並びにウォーターフロント開発事業に
精通した学識経験者等、ウォーターフロントの開発及び管理・運営
に係る幅広い分野の会員を有し、会員相互の意見交換、情報交
換などを通じてウォーターフロント開発事業の健全な発展を図るこ
とを目的として設立された組織であり、臨海部における物流環境
に精通している。よって同法人は、臨海部における物流環境の形
成に関して卓越した知見を有していると共に、ウォーターフロント
開発事業に係る幅広いエキスパートとの連携を密にしている唯一
の横断的組織であり、競争を許さないことから会計法第２９条の３
第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7973 (社)海洋調査協会
平成17年度　海象観測データ
信頼性維持検討調査

中部地方整備局名古屋港湾
空港技術調査事務所長　宮島
正悟名古屋市南区東又兵ヱ
町1-57-2

平成17年8月25日 22,260,000

(社)海洋調査協会との間で締結している海象観測デ－タ信頼性維
持検討調査は管内に設置されている海象観測装置のデータ品質
を維持するために、海象観測装置の調査を実施し、海象観測装置
の総合所見と次年度の検討を行うものである。本業務を実施する
にあたっては、各観測地点の特性、設置状況及び観測目的等を
熟知し、信頼性の高いデータを確保するため観測データの適切な
評価が行えるとともに、海象観測装置の構造及び海象観測システ
ムの機能等についても熟知している必要がある。当該法人は海象
観測装置の研究開発を行い、海洋調査のための技術マニュアル
や安全管理指針等の作成も手がけていることから、信頼性の高い
観測データを常に公平かつ公正に提供するための技術維持と、観
測データの精度を確保するための海象観測装置の調整点検技術
を有している唯一の者であり、競争を許さないことから会計法第２
９条の３第４項に該当するため。（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
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7974 (財)沿岸技術研究センター
平成17年度　管内設計沖波検
討調査

中部地方整備局名古屋港湾
空港技術調査事務所長　宮島
正悟名古屋市南区東又兵ヱ
町1-57-2

平成17年8月26日 23,520,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している波浪推算業務につい
ては、管内海域の波浪条件を検討し、各港湾の設計沖波及び堤
前波の推算を行うとともに、当該検討結果に対し、広域的・全国的
な観点から評価、分析等を行うものである。当該法人は本業務に
用いる波浪推算手法である第３世代波浪推算モデルを用いた設
計沖波算定について豊富な実績を有し、波浪推算に関する基礎
研究だけでなく設計沖波への応用に関する調査・研究を行ってお
り、全国港湾海洋波浪観測情報（NOWPHAS）データの整理解析、
沿岸気象海象配信システム（COMEINS）による高精度の波浪予測
により管内の波浪特性を熟知している組織である。また、本件類
似業務に関する全国各地での豊富な実績を有し、体系的に整理・
保管している唯一の者であり、競争を許さないことから、会計法第
２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7975 (社)日本港湾協会
平成１７年度名古屋港保安対
策検討調査

名古屋港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築地町２

平成17年8月26日 9,135,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾保安対策に関する検
討業務については、米国同時多発テロを受けて、世界中の船舶所
有者、港湾管理者等に保安の確保のための措置を義務付けた海
上人命安全条約及びその国内法である「国際航海船舶及び国際
港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づく、港湾保安対策
のあり方と保安対策施設の配置計画を検討し、当該港湾の保安
体制の強化を図るものであり、当該業務内容の漏洩は、実効性を
伴うテロ計画の構築やテロ行為の実行に利用されるおそれがある
ため、極めて機密性の高いものである。本業務の実施にあたって
は、港湾保安に関する機密情報の保全を講じつつ、起こりうる保
安事態に対応した港湾保安対策及び保安対策施設の配置に関す
る検討を行う必要があることから、秘密保全の組織体制が十分整
備されているとともに、港湾における管理・運営に関する総合的な
知識や実態の把握、保安措置に関する幅広い知見と情報を有す
ることが不可欠である。当該法人は、港湾に関する資料の収集、
港湾政策の総合的な調査・研究を行い、その成果の普及を通じて
港湾施設整備と管理の改善を促進し、もって産業の振興と貿易の
伸展等に寄与するための多岐にわたる業務を行っており、また、
「港湾保安対策室」を設置し、港湾保安業務に関する専門知識を
豊富に有しているとともに、秘密の保全を講じつつ業務を実施する
ための十分な組織体制が整っている。加えて港湾管理者等を会
員としており、港湾にかかる調査・計画・整備・管理・運営等の総
合かつ高度な情報の蓄積がある。また、平成１６年度において「国
際港湾施設保安対策検討調査」等の調査を実施し、港湾の保安
措置に関する高度な知見、ノウハウを有している。これらの情報は
特に守秘義務を要するものであるため、特定の団体以外にこれら
の情報を扱わせることはできず、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（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)
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7976
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

平成１７年度名古屋港環境負
荷低減方策検討調査

名古屋港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築地町２

平成17年9月7日 5,985,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している環境マネ
ジメントに関する業務については、事務所における環境マネジメン
トシステムの構築及びISO14001の認証取得に向けた検討、調査
を行うものであるが、本業務を実施するにあたっては、ISO14000
シリーズについて高度な知識を有し、かつ港湾分野における事業
の特殊性や環境対策・施策に精通し当局の組織活動及び行政
サービスの環境負荷の低減に向けた調査・提案ができる能力がな
ければならない。当該法人は、港湾空間の高度化及び港湾環境
の充実に必要な計画・設計手法・費用対効果分析等に係る港湾
技術に関し、総合的・科学的な調査研究を行っている唯一の機関
であり、また港湾分野の特殊性をふまえた環境マネジメントシステ
ムの普及拡大のために環境ISO研究部門を設置して公的機関を
含めた認証取得支援を行っていることから、これらの条件を満足
する機関は唯一当該法人をおいて他になく、競争を許さないこと
から、会計法第２９条の３第４項に該当するため｡（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7977
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

平成17年度　市民連携による
協働推進基礎調査

中部地方整備局名古屋港湾
空港技術調査事務所長　宮島
正悟名古屋市南区東又兵ヱ
町1-57-2

平成17年9月13日 19,057,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7978
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

平成17年度　中川運河環境再
生技術検討調査

中部地方整備局名古屋港湾
空港技術調査事務所長　宮島
正悟名古屋市南区東又兵ヱ
町1-57-2

平成17年9月16日 19,992,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
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7979
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

平成１７年度伊勢湾環境改善
方策検討調査

中部地方整備局副局長　松下
敏郎　　名古屋市港区築地町
２番地

平成17年9月28日 15,960,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7980 (社)日本港湾協会
平成１７年度港湾保安体制検
討調査

中部地方整備局副局長　松下
敏郎　　名古屋市港区築地町
２番地

平成17年9月28日 9,765,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾保安対策に関する検
討業務については、米国同時多発テロを受けて、世界中の船舶所
有者、港湾管理者等に保安の確保のための措置を義務付けた海
上人命安全条約及びその国内法である「国際航海船舶及び国際
港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づく、港湾保安対策
のあり方と保安対策施設の配置計画を検討し、当該港湾の保安
体制の強化を図るものであり、当該業務内容の漏洩は、実効性を
伴うテロ計画の構築やテロ行為の実行に利用されるおそれがある
ため、極めて機密性の高いものである。本業務の実施にあたって
は、港湾保安に関する機密情報の保全を講じつつ、起こりうる保
安事態に対応した港湾保安対策及び保安対策施設の配置に関す
る検討を行う必要があることから、秘密保全の組織体制が十分整
備されているとともに、港湾における管理・運営に関する総合的な
知識や実態の把握、保安措置に関する幅広い知見と情報を有す
ることが不可欠である。当該法人は、港湾に関する資料の収集、
港湾政策の総合的な調査・研究を行い、その成果の普及を通じて
港湾施設整備と管理の改善を促進し、もって産業の振興と貿易の
伸展等に寄与するための多岐にわたる業務を行っており、また、
「港湾保安対策室」を設置し、港湾保安業務に関する専門知識を
豊富に有しているとともに、秘密の保全を講じつつ業務を実施する
ための十分な組織体制が整っている。加えて港湾管理者等を会
員としており、港湾にかかる調査・計画・整備・管理・運営等の総
合かつ高度な情報の蓄積がある。また、平成１６年度において「国
際港湾施設保安対策検討調査」等の調査を実施し、港湾の保安
措置に関する高度な知見、ノウハウを有している。これらの情報は
特に守秘義務を要するものであるため、特定の団体以外にこれら
の情報を扱わせることはできず、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（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)

7981 (社)中部建設協会 作業着（ズボン２着）
四日市港湾事務所長　鈴木勝
敏　四日市市千歳町９番地の
１

平成17年10月4日 8,800 少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条第七号） 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（１７年
度限り）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7982 (社)東京湾海難防止協会
平成１７年度　田子の浦港岸
壁整備・航路泊地浚渫に係る
船舶航行安全対策調査

清水港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町７－２

平成17年10月5日 15,120,000

(社)東京湾海難防止協会との間で締結している平成１７年度　田
子の浦港岸壁整備・航路泊地浚渫に係る船舶航行安全対策調査
は､岸壁及び航路泊地の施工期間中の航行船舶の安全を確保す
るための調査検討を行い､これを基に地元関係者も含む有識者に
よる審議会を開催するものであることから公平中立な立場が求め
られる｡また、現地の船舶航行実態に精通するとともに安全航行
技術の研究遂行能力及び研究実績を有し、最新の高度な知見と
専門知識を有することが必要である。以上を満足する機関は唯一
当該法人をおいて他になく、また、当該法人の設立目的も本業務
に合致しており、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項
に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7983 (財)経済調査会
平成１７年度監視施設資材価
格調査

中部地方整備局三河港湾事
務所長　田辺義夫　　豊橋市
神野ふ頭町１番地１

平成17年10月7日 2,310,000

(財)経済調査会との間で締結している平成１７年度監視施設資材
価格調査は中山水道航路地区、三河港地区、衣浦港地区の施設
建設に必要な資材価格を調査するものである。本業務実施にあ
たっては、請負工事発注の基礎となる各種建設資材の価格情報
の調査であるため、その成果については、公正、妥当であることが
強く求められる。本調査の契約にあたっては、港湾工事に関する
資材調査の実績をもとに指名競争入札の手続きを進めたが、財
団法人経済調査会以外の者の応札がなく、入札を実施することが
できなかった。また、指名した業者以外に港湾工事に関する資材
調査の実績を有する業者がなことから、これらの条件を満足する
機関は唯一当該法人をおいて他になく、また、当該法人の設立目
的も本業務の目的と合致しており、競争を許さないことから会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7984 (財)沿岸技術研究センター
平成17年度　四日市港技術検
討調査

中部地方整備局名古屋港湾
空港技術調査事務所長　宮島
正悟名古屋市南区東又兵ヱ
町1-57-2

平成17年10月12日 49,350,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7985
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平成１７年度　港湾工事等に
伴う事業損失への対応ガイド
ライン検討調査

中部地方整備局副局長　松下
敏郎　　名古屋市港区築地町
２番地

平成17年10月14日 8,715,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、工事
実施に関する各種基準、ガイドラインの検討・作成業務について
は、港湾・海岸工事の積算・施工に関する豊富な知見を有するとと
もに、特定の者に有利にならないよう、業界団体と一線を画した中
立的・公平的な立場で適切な対応を行うことが必要であり、競争を
許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7986 (独)港湾空港技術研究所
津波対応型防波堤検討調査
委託

中部地方整備局名古屋港湾
空港技術調査事務所長　宮島
正悟名古屋市南区東又兵ヱ
町1-57-2

平成17年10月17日 21,500,000

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している津波対応型防波
堤検討調査委託は、直立浮上式防波堤に関する津波に対する防
護効果の検討及び構造特性に対する検討を行い、既存防波堤の
津波に対する安定性の検証を行うものである。本業務の実施のた
めには、港湾に関する総合的かつ最新の知見を有すること、３次
元で高精細に津波・高潮・高波が予測できる計算プログラムを有
すること、ならびに精緻な陸上遡上計算や詳細な津波力の算定が
必要不可欠であることから、理学・工学研究遂行能力及び研究実
績を有することが必要である。当該法人が所有する高精度津波・
高潮・波浪計算プログラムであるSTOC及びCADMAS-SURF/3Dを
有しておりこれらは、３次元で津波・高潮・波浪の水理現象を検討
するために，当該研究所が独自に開発したもので著作権を有して
おり，民間では所有していない。また、これらに代わるプログラム
は他に存在しない。当該法人は港湾の整備に関する調査研究の
豊富な実績を有しており、理学・工学的研究の分野においては、
各種港湾水理現象の解明等、その研究水準は国際的にも高く、
かつ、行政研究機関として培った経済・社会的研究における業務
遂行能力も有している。さらに、調査対象である直立浮上式防波
堤について民間４者と共同研究に関する協定書を取り交わし、検
討を進めていることから、当該法人は本業務を実施しうる唯一の
機関であると判断され、競争を許さないことから会計法第２９条の
３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

7987 (財)沿岸技術研究センター
平成１７年度港湾施設の維
持・更新に関するシステム構
築検討調査

中部地方整備局副局長　松下
敏郎　　名古屋市港区築地町
２番地

平成17年10月24日 17,766,000

沿岸技術研究センターとの間で締結しているシステム開発業務に
ついては、現状技術の幅広い調査を行い、その結果をもとにライ
フサイクルコストの低減、工期短縮、新技術の活用等を目指した
新たなシステム開発を行うものである。本業務を実施するために
は、関係法規、港湾構造物の基本計画等の熟知に加え、豊富な
港湾技術の知見を有し、その設計・施工技術に精通していること、
並びに高度な技術力及び専門知識を必要とする。当該法人は、港
湾構造物等の基本計画・施工の技術的課題の検討、港湾技術・
造船技術等のプログラム開発、海象データの収集・解析、技術マ
ニュアル等の作成、港湾構造物の設計、空港構造物等の基本計
画に係る調査等多岐にわたる業務を行っており、港湾空港全般に
関する高度な技術力及び知識を備えた法人であり、これらの条件
を満たす機関は当該法人をおいて他にはなく、競争を許さないこと
から、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7988 (財)沿岸技術研究センター
平成17年度　桟橋式構造物に
おけるＬＣＭを考慮した維持補
修計画検討調査

中部地方整備局名古屋港湾
空港技術調査事務所長　宮島
正悟名古屋市南区東又兵ヱ
町1-57-2

平成17年10月27日 9,975,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術開発調査につい
ては、現状技術の幅広い調査を行い、その結果をもとに建設コス
ト縮減、工期短縮を目指した新構造について検討を行うものであ
る。本業務を実施するためには、関係法規、港湾構造物の基本計
画等の熟知に加え、豊富な港湾技術の知見を有し、その設計・施
工技術に精通していること、並びに高度な技術力及び専門知識を
必要とする。当該法人は、港湾構造物等の基本計画・施工の技術
的課題の検討、港湾技術・造船技術等のプログラム開発、海象
データの収集・解析、技術マニュアル等の作成、港湾構造物の設
計、空港構造物等の基本計画に係る調査等多岐にわたる業務を
行っており、港湾空港全般に関する高度な技術力及び知識を備え
た法人であり、これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他
にはなく、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7989 (社)中部建設協会 作業服購入６着
中部地方整備局副局長　松下
敏郎　　名古屋市港区築地町
２番地

平成17年10月27日 30,000 少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条第七号） 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（１７年
度限り）

7990 (社)底質浄化協会
平成17年度　浚渫土砂の広域
活用方策調査

中部地方整備局名古屋港湾
空港技術調査事務所長　宮島
正悟名古屋市南区東又兵ヱ
町1-57-2

平成17年11月11日 13,965,000

(社)底質浄化協会との間で締結している平成17年度浚渫土砂の
広域活用方策調査は、名古屋港等で発生する粘土・シルト系浚渫
土砂を三河湾で行われている干潟や浅場造成などの環境創造事
業へ活用するため、浚渫土砂の安定化のための固化処理方法を
三河湾内における現地試験において比較選定を行い、今後の事
業化に向けての検討を進めるものである。本調査の実施において
固化処理方法の検討にあたっては、底質浄化や環境に関する総
合的な技術的判断はもとより公正な判断が必要となる。また、試
験工事施工方法等の提案、試験結果に対して関係法令を含めた
環境への影響の評価を行う必要がある。そのためには底質浄化
技術や環境総合技術に関して熟知していることはもちろん、それら
の技術的知見をもとに様々な方向から技術検討するにあたって公
正さを確保しなくてはならない。これらの条件を満たす期間は当該
法人をおいて他にはなく、また、その設立目的も本業務の目的と
一致しており、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に
該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7991
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平成１７年度　港湾工事等施
工状況評価資料の有効活用
検討業務

中部地方整備局副局長　松下
敏郎　　名古屋市港区築地町
２番地

平成17年11月14日 8,988,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、港湾
工事等施工状況評価資料の有効活用検討業務については、「公
共工事の品質確保の促進に関わる法律」を踏まえ、管内の直轄
港湾・海岸工事における施工状況の評価に関する資料について、
発注者・請負者双方から工事実施にあたっての諸課題等について
ヒアリングを行い、データベース化も含めた整理するものである。
本業務の実施にあたっては、港湾・海岸工事に関する技術的、総
合的な知識と豊富な経験を有し、私企業と利害関係がなく中立
性・公平性を確保されていることが求められる。また、施工状況の
評価に関する資料は予定価格の算定基礎に活用する資料でもあ
り、外部に流出すると入札妨害等の危険性もあるなど厳格な守秘
義務も求められる。これらの条件を満たす機関は当該法人をおい
て他にはなく、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項
に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7992
(社)日本マリーナ・ビーチ協
会

平成１７年度　清水港教材化
検討調査

清水港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町７－２

平成17年11月16日 3,465,000

(社)日本マリーナ・ビーチ協会との間で締結している平成１７年度
清水港教材化検討調査は､国交省･文科省で推進している｢海や
みなとで体験学習｣において､海洋ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝを活用した教材内容
を検討するものである。本業務を実施するには、マリーナ及びビー
チの運営に関する研究遂行能力と研究実績を有し、かつこれに関
する最新の知見を必要とするものである。また、教材内容におい
ては、公正中立の立場の確保が必要である｡これらを満足する機
関は唯一当該法人をおいて他になく、当該法人の設立目的も本業
務と合致しており、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４
項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

7993 (社)日本作業船協会
平成17年度　作業船機能向上
技術調査

中部地方整備局名古屋港湾
空港技術調査事務所長　宮島
正悟名古屋市南区東又兵ヱ
町1-57-2

平成17年11月16日 9,450,000

　(社)日本作業船協会との間で締結している平成17年度作業船機
能向上技術調査は、海洋環境の浄化に従事する新たな作業船に
ついて、機能・能力を検討するとともに、新たな作業船の建造計画
に資するものである。実施にあたっては、作業船の設計・構造、作
業船の性能向上に関する技術開発の熟知、既存船及び新たな機
器に関して幅広い知見や資料収集が必要である。また、作業船建
造計画に関わるため中立性を確保することが必要である。これら
の条件を満たす機関は当該法人をおいて他になく、また、その設
立目的も本業務の目的と一致しており、競争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

7994
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平成１７年度　下田港防波堤
（Ｃ区）施工方策検討調査

清水港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町７－２

平成17年11月18日 8,295,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

7995 (社)日本港湾協会
平成１７年度名古屋港港内監
視施設整備検討調査

名古屋港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築地町２

平成17年11月28日 35,700,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾保安対策に関する検
討業務については、米国同時多発テロを受けて、世界中の船舶所
有者、港湾管理者等に保安の確保のための措置を義務付けた海
上人命安全条約及びその国内法である「国際航海船舶及び国際
港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づく、港湾保安対策
のあり方と保安対策施設の配置計画を検討し、当該港湾の保安
体制の強化を図るものであり、当該業務内容の漏洩は、実効性を
伴うテロ計画の構築やテロ行為の実行に利用されるおそれがある
ため、極めて機密性の高いものである。本業務の実施にあたって
は、港湾保安に関する機密情報の保全を講じつつ、起こりうる保
安事態に対応した港湾保安対策及び保安対策施設の配置に関す
る検討を行う必要があることから、秘密保全の組織体制が十分整
備されているとともに、港湾における管理・運営に関する総合的な
知識や実態の把握、保安措置に関する幅広い知見と情報を有す
ることが不可欠である。当該法人は、港湾に関する資料の収集、
港湾政策の総合的な調査・研究を行い、その成果の普及を通じて
港湾施設整備と管理の改善を促進し、もって産業の振興と貿易の
伸展等に寄与するための多岐にわたる業務を行っており、また、
「港湾保安対策室」を設置し、港湾保安業務に関する専門知識を
豊富に有しているとともに、秘密の保全を講じつつ業務を実施する
ための十分な組織体制が整っている。加えて港湾管理者等を会
員としており、港湾にかかる調査・計画・整備・管理・運営等の総
合かつ高度な情報の蓄積がある。また、平成１６年度において「国
際港湾施設保安対策検討調査」等の調査を実施し、港湾の保安
措置に関する高度な知見、ノウハウを有している。これらの情報は
特に守秘義務を要するものであるため、特定の団体以外にこれら
の情報を扱わせることはできず、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（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)
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7996
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平成１７年度四日市港港湾施
設の健全度評価調査

四日市港湾事務所長　鈴木勝
敏　四日市市千歳町９番地の
１

平成17年12月1日 22,365,000

本業務は、国有港湾施設の劣化状況を点検し全国一律の判定基
準に従って劣化度の判定を行い、港湾構造物の総合評価を行うも
のである。本業務の実施にあたっては、公平・中立な立場から施
設の状況を適切に評価し、全国的に整合性を持って港湾構造物
全体の総合評価を一元化するとともに、施設の利用特性、現場条
件及び施工技術に熟知したうえで港湾構造物の維持管理にも精
通していることが必要不可欠である。また、本業務は国が策定す
る「港湾施設の更新・改良計画」に大きな影響を与えるものである
ことから、公正かつ中立的な立場から業務を行う必要がある。これ
らの条件を満たす機関は当該法人をおいて他にはなく、また、そ
の設立目的も本業務の目的と一致していることから、会計法第２９
条の３第４項の契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該
当するため随契とした。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7997
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

平成１７年度市民活動とパート
ナーシップによる「みなと」づく
りのあり方検討調査

中部地方整備局副局長　松下
敏郎　　名古屋市港区築地町
２番地

平成17年12月8日 5,670,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結されている、地域
活性化検討業務については、港湾施設を利用した地域活性化を
テーマとして、港湾やその周辺における諸施設の活用方策につい
て、地域住民団体等が主催して実施する取り組みの助言や検証
を経て、具体策を検討し提案するものである。当該法人は、ＮＰＯ
助成活動を通じ、各地域活動団体の活動内容を熟知している。ま
た、本業務の実施に当たっては、教育関係者やＮＰＯ法人等さま
ざまな主体と連携をとりながら、長期にわたる環境学習への問い
合わせに的確な指導ができる体制作りが求められることから、中
立的・公平的な立場から業務を行う必要がある。これらの条件を
満たす機関は当該法人をおいて他になく、競争をゆるさないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

7998
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

名古屋港施工状況検討記録
調査

名古屋港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築地町２

平成17年12月12日 892,500 少額随契（会計法第２９条の３第５項、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
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

7999
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平成１７年度  清水港港湾施
設の健全度評価調査

清水港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町７－２

平成17年12月12日 36,330,000

本調査は､国有港湾施設の港湾構造物の利用度･重要度を考慮し
劣化状況・劣化度について､総合評価を行うものである｡本業の実
施のためには港湾機能とその利用の解析や港湾構造物の維持管
理における研究と港湾土木技術研究の遂行能力・研究実績を有
し且つこれらの最新の知見を有することが必要である。また、評価
レベルは、全国一律に整合性を図り実施することが必要であり、
施設の状況を公平・中立な立場で行う必要がある。これらの条件
を満足する機関は唯一当該法人をおいて他になく、また、当該法
人の設立目的も本業の目的と合致していることから、会計法第２９
条の３第４項の契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該
当するため随契とした｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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8000 (社)伊勢湾海難防止協会
平成１７年度名古屋港東航路
拡幅航行安全対策調査

名古屋港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築地町２

平成17年12月14日 5,964,000

(社)伊勢湾海難防止協会本業務との間で締結している平成１７年
度名古屋港東航路拡幅航行安全対策調査は、名古屋港東航路
拡幅整備において、工事施工期間中の航行船舶に対する安全対
策について詳細検討を行い、「名古屋港東航路拡幅整備に伴う船
舶航行安全委員会」で審議を行うものである。本業務の実施にあ
たっては、名古屋港における船舶航行実態を把握し、海難事故防
止かつ船舶の円滑な航行の観点から水域施設の計画・整備に関
し、高い見識、高度な計画能力を有する必要があるとともに、公正
な立場での業務遂行が必要である。これらの条件を満足する機関
は唯一当該法人を置いて他になく、当該法人の設立目的も本業
務の目的と合致しており、競争を許さないことから会計法第２９条
の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8001 (財)沿岸技術研究センター
平成１７年度津波被害低減方
策調査

中部地方整備局副局長　松下
敏郎　　名古屋市港区築地町
２番地

平成17年12月16日 8,085,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している、地震・津波ハザード
マップ作成等業務については、臨海部における港湾・海岸施設の
耐震性能の評価及び地震・津波襲来時の想定津波高さ、浸水範
囲等の算定を行うものである。本業務の実施にあたっては、津波・
高潮ハザードマップマニュアルの基本理念に照らした上で、その
評価及び分析を行う必要があり、臨海部開発に関する基本計画
等の熟知及び地震津波による影響検討における高度な知見が必
要である。また、浸水範囲の算定など地域住民に与えるインパクト
が大きいことから、公平・中立的立場で取り組むことが必要不可欠
である。当該法人は、同法人内に「沿岸防災技術研究所」を有し、
沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技術に関する豊
富な調査研究実績を誇っており、沿岸域における防災に関する研
究に対し、より迅速に、より体系的に取り組むことができる唯一の
者であり、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8002
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

平成１７年度伊勢湾における
大規模災害時の物流連携体
系基礎調査

中部地方整備局副局長　松下
敏郎　　名古屋市港区築地町
２番地

平成17年12月19日 20,685,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾利
用促進調査については、港湾空間における陸・海・空の交通体系
を活用した効率的な物流体系の構築について検討を行うものであ
る。本調査の実施にあたっては、全国の港の現況、本船から荷主
までの各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨物の流
動情報など豊富な知識と幅広い知見を有する必要がある。また、
荷主への企業ヒアリングなど、港湾関係者の利害に関わる個人情
報を取り扱うことから、公平かつ公益的立場にあり、十分な機密保
持能力を保持した機関である必要がある。当該法人は、公益法人
として公平・中立的立場での調査が可能であり、また、同者は「コ
ンテナ流動化調査」等の同種の調査をこれまで多数実施してお
り、本調査の実施に必要となる全国の港湾の現況、本船から荷主
までをつなぐ各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨
物流動情報等の豊富な知識と幅広い知見を有する唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8003
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平成１７年度四日市港港湾施
設維持管理手法検討調査

四日市港湾事務所長　鈴木勝
敏　四日市市千歳町９番地の
１

平成17年12月19日 4,410,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している維持管
理手法検討業務については、認定運営者に貸し付ける岸壁の維
持管理手法について検討し維持管理要領及び点検実施要領を策
定するものであり、今後の直轄自ら管理する岸壁の維持管理手法
の方向性に大きな影響を与えるものであることから、公正かつ中
立的な立場から業務を行う必要があり、競争を許さないことから、
会計法第２９条の３第３項に該当するため。（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
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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8004
(財)国際臨海開発研究セン
ター

平成１７年度国際港湾情勢を
踏まえた中部の港湾戦略検討
調査

中部地方整備局副局長　松下
敏郎　　名古屋市港区築地町
２番地

平成17年12月19日 38,325,000

国際臨海開発研究センターとの間で締結している、国際海上物流
に関する検討業務については、我が国と諸外国との海上輸送によ
る安定的な輸送ルートの確保を図るため、需要見通し、輸送にか
かる交通インフラ、制度的な課題等について検討し、今後の港湾
政策等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、関係法規等に加え、海外における港湾動向や諸外国の港湾
管理・運営及び通関制度等を十分理解し、かつ国内外を問わず港
湾に関する広範な情報収集能力、国際事情に卓越した専門知識
を必要とする。また、企業の利害に関わる内容を取り扱うため、中
立的・公平的な立場での業務遂行が求められる。
当該法人は、本業務に必要とされる海外港湾に関して、定常的に
情報収集及び分析調査を行っている国内で唯一の機関であり、海
外諸港湾に係る情報ネットワークを多数有し、効率的な情報収集
および知見を活かした高度な分析力を有している。これらの条件
を満たす者は当該法人をおいて他にはなく、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8005 (財)中部空港調査会
平成１７年度中部国際空港開
港に伴う国際航空物流に関す
るインパクト実態把握調査

中部地方整備局副局長　松下
敏郎　　名古屋市港区築地町
２番地

平成17年12月19日 19,950,000

(財)中部空港調査会との間で締結している平成１７年度中部国際
空港開港に伴う国際航空物流に関するインパクト実態把握調査
は、中部地域における国際航空物流環境が中部国際空港の開港
と同時にどのように変化したかの実態調査を行うと共に、中部国
際空港をとりまく新たな国際航空物流効率化に向けた様々な取り
組みの実態調査を行い、同空港が中部地域の国際航空物流に与
えたインパクトを検証・把握することによって、中部地域における
国際航空物流効率化及び今後の中部国際空港利用拡大にむけ
た検討をするものである。本業務を実施するにあたっては、航空
物流に関わる高い知見が求められるとともに、中部国際空港の利
活用促進やその背後圏の発展を目指す当該調査の性質から、多
数の利害関係者が存在する中で広範囲に渡る情報収集能力及び
情報管理が必要であると共に、本調査は中部地域を中心とした中
部国際空港の背後圏における、貨物誘致、空港利用体系を具体
的に検討することから、これらを考える上で対象地域の航空物流
事情に通じていることも必要不可欠である。当該法人は、中部地
域における航空輸送のあり方とともに、空港の整備充実に関する
科学的かつ総合的な調査研究を行い、その成果の普及を図ること
により、中部地域、さらには我が国の航空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。同法人は、中部地域に立地
する主要企業１１２社を会員にもつ公益法人である。よって同法人
は、多数の利害関係者からの情報収集、及び情報管理が可能で
あると共に、本調査に必要な対象地域の物流事情を熟知している
航空・空港に関する唯一の専門調査機関であり、競争を許さない
ことから会計法２９条の３第４項に該当するため。（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
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）

8006
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平成１７年度名古屋港土砂処
分計画検討調査

名古屋港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築地町２

平成17年12月20日 4,305,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
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8007 (財)沿岸技術研究センター
平成17年度　沖合波浪観測シ
ステム検討調査

中部地方整備局名古屋港湾
空港技術調査事務所長　宮島
正悟名古屋市南区東又兵ヱ
町1-57-2

平成17年12月26日 14,700,000

沿岸技術研究センターとの間で締結しているシステム開発業務に
ついては、沖合波浪観測システムの構築における港湾整備への
活用とＧＰＳ波浪計の津波検知の可能性及び高潮、高波及び津
波情報の活用の可能性を検討することにより、津波防災の観点か
らＧＰＳ波浪計設置の意義及び効果を検討するものである。本業
務の実施にあたっては、波浪観測に関する幅広い知見と経験、高
い情報収集能力及び津波から人命・財産を守るための津波防災
に対する専門的かつ高度な知識、分析力が求められ、津波防災
に関する検討にあたっては、公平・中立的な立場からのとりまとめ
が必要である。また、波浪観測、システム構築全般に関連する検
討から全国港湾海洋波浪情報網（NOWPHAS）の構成を充分認識
していることが必要不可欠である。当該法人は、NOWPHAS波浪
観測データをもとに精度の高い独自の波浪予測手法「沿岸気象海
象情報配信システム」（COMEINS）を構築し運営を行い、システム
の著作権を有しており、本業務を的確かつ効率的に実施できる唯
一の機関であり、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４
項に該当するため。（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)

8008
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平成１７年度事務所防災マ
ニュアル高度化検討調査

中部地方整備局三河港湾事
務所長　田辺義夫　　豊橋市
神野ふ頭町１番地１

平成17年12月26日 3,990,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、防災
業務体制検討調査については、港湾空港関係防災業務体制のあ
り方等に関する既存の資料や今回新たに行う関係機関へのヒアリ
ング結果を基に、関係機関との連携を視野に入れた災害時の初
動マニュアルの改訂作業を行うものである。本調査を行うにあたっ
ては当局における防災体制や災害対策の手順等に関する専門的
な知識と豊富な経験を有し、国としての役割を十分に把握した上
で、地元関係機関との連携体制や各種資料の作成など、行政の
立場に立った検討が必要となる。これらの条件を満足する機関は
唯一当該法人をおいて他になく、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8009 (財)沿岸技術研究センター
平成１７年度　清水港津波検
討調査

清水港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町７－２

平成17年12月27日 12,915,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している、津波対策工技術検
討業務については、想定津波の数値シミュレーションを行い、港湾
空港等における津波対策工の防護効果を検証し、津波対策施設
整備の基礎資料としてとりまとめるものである。本業務を実施する
ためには、中央防災会議等でまとめられる地震活動の長期評価
に知見があることに加え、津波の影響範囲及び対策工の効果をよ
り適切に把握する観点から、一般的に普及している二次元数値シ
ミュレーションではなく、今後はより精度の高い三次元数値シミュ
レーションを活用し、その演算結果について工学的な見地から対
策工効果の可否を判断する高度な専門知識を必要とする。当該
法人は、同法人内に「沿岸防災技術研究所」を有し、沿岸域の開
発、利用、保全及び防災に係る港湾技術に関する豊富な調査研
究実績を誇っており、三次元数値シミュレーション改良に関する共
同研究を実施中であり、沿岸域における防災に関する研究に対
し、より迅速に、より体系的に取り組むことができる唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
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称及び所在地
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8010
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

平成１７年度造成干潟安定化
手法検討調査

中部地方整備局三河港湾事
務所長　田辺義夫　　豊橋市
神野ふ頭町１番地１

平成17年12月27日 4,095,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8011 (財)日本航路標識協会
平成１７年度航路保全標識保
守点検マニュアル作成業務

中部地方整備局三河港湾事
務所長　田辺義夫　　豊橋市
神野ふ頭町１番地１

平成17年12月27日 3,097,500

　（財）日本航路標識協会との間で締結している平成１７年度航路
保全標識保守点検マニュアル作成業務は中山水道航路に設置し
てある航路保全標識において不測の緊急事態が発生した場合
に、職員による保守点検の確実な遂行を目的として、保守点検の
ポイント及び保守点検項目等をマニュアルとして整理するものであ
る。本航路保全標識は、既成の工事用標識を有効活用し、中山水
道の海象条件を考慮した上で、海上保安庁が設置する航路標識
に準じた仕様に改造したもので、付属品含め構造並びにシステム
全体に渡る情報を熟知し、保守点検におけるポイント並びに効率
的な点検手順・手法等をマニュアルとして整備できる必要がある。
これらの条件を満足する機関は唯一当該法人をおいて他になく、
また、当該法人の設立目的も本業務の目的と合致しており、競争
を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
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8012 (社)日本港湾協会
平成１７年度四日市港施工監
視システム詳細設計

四日市港湾事務所長　鈴木勝
敏　四日市市千歳町９番地の
１

平成17年12月27日 10,500,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾保安対策に関する検
討業務については、米国同時多発テロを受けて、世界中の船舶所
有者、港湾管理者等に保安の確保のための措置を義務付けた海
上人命安全条約及びその国内法である「国際航海船舶及び国際
港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づく、港湾保安対策
のあり方と保安対策施設の配置計画を検討し、当該港湾の保安
体制の強化を図るものであり、当該業務内容の漏洩は、実効性を
伴うテロ計画の構築やテロ行為の実行に利用されるおそれがある
ため、極めて機密性の高いものである。本業務の実施にあたって
は、港湾保安に関する機密情報の保全を講じつつ、起こりうる保
安事態に対応した港湾保安対策及び保安対策施設の配置に関す
る検討を行う必要があることから、秘密保全の組織体制が十分整
備されているとともに、港湾における管理・運営に関する総合的な
知識や実態の把握、保安措置に関する幅広い知見と情報を有す
ることが不可欠である。当該法人は、港湾に関する資料の収集、
港湾政策の総合的な調査・研究を行い、その成果の普及を通じて
港湾施設整備と管理の改善を促進し、もって産業の振興と貿易の
伸展等に寄与するための多岐にわたる業務を行っており、また、
「港湾保安対策室」を設置し、港湾保安業務に関する専門知識を
豊富に有しているとともに、秘密の保全を講じつつ業務を実施する
ための十分な組織体制が整っている。加えて港湾管理者等を会
員としており、港湾にかかる調査・計画・整備・管理・運営等の総
合かつ高度な情報の蓄積がある。また、平成１６年度において「国
際港湾施設保安対策検討調査」等の調査を実施し、港湾の保安
措置に関する高度な知見、ノウハウを有している。これらの情報は
特に守秘義務を要するものであるため、特定の団体以外にこれら
の情報を扱わせることはできず、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（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)

8013
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

平成１７年度　田子の浦港浚
渫土管理技術検討調査

清水港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町７－２

平成17年12月28日 19,110,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8014
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平成１７年度　田子の浦港施
工方策検討調査

清水港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町７－２

平成17年12月28日 19,425,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8015
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平成17年度　施工技術開発推
進調査

中部地方整備局名古屋港湾
空港技術調査事務所長　宮島
正悟名古屋市南区東又兵ヱ
町1-57-2

平成18年1月11日 2,940,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8016 (社)日本作業船協会
平成１７年度名古屋港油回収
作業陸上支援検討調査

名古屋港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築地町２

平成18年1月12日 7,245,000

(社)日本作業船協会との間で締結している平成１７年度名古屋港
油回収作業陸上支援検討調査は、油回収兼ドラグサクション浚渫
船「清龍丸」の油回収時の業務内容を整理し、陸上支援方策につ
いて整理、検討を行うものである。本業務の実施に当たっては、油
回収・防災機能を有する油回収船兼ドラグサクション浚渫船の設
計、機能、構造、運航等に熟知し、過去の油流出事故に対する知
見、ならびにその対応等を熟知している必要がある。これらの条
件を満足する機関は唯一当該法人を置いて他になく、当該法人の
設立目的も本業務の目的と合致しており、競争を許さないことから
会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8017 (財)沿岸技術研究センター
平成17年度　新技術活用方策
検討基礎調査

中部地方整備局名古屋港湾
空港技術調査事務所長　宮島
正悟名古屋市南区東又兵ヱ
町1-57-2

平成18年1月31日 4,305,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術開発調査につい
ては、現状技術の幅広い調査を行い、その結果をもとに建設コス
ト縮減、工期短縮を目指した新構造について検討を行うものであ
る。本業務を実施するためには、関係法規、港湾構造物の基本計
画等の熟知に加え、豊富な港湾技術の知見を有し、その設計・施
工技術に精通していること、並びに高度な技術力及び専門知識を
必要とする。当該法人は、港湾構造物等の基本計画・施工の技術
的課題の検討、港湾技術・造船技術等のプログラム開発、海象
データの収集・解析、技術マニュアル等の作成、港湾構造物の設
計、空港構造物等の基本計画に係る調査等多岐にわたる業務を
行っており、港湾空港全般に関する高度な技術力及び知識を備え
た法人であり、これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他
にはなく、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8018
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

平成17年度　伊勢湾海域環境
の広域モニタリング手法検討
調査

中部地方整備局名古屋港湾
空港技術調査事務所長　宮島
正悟名古屋市南区東又兵ヱ
町1-57-2

平成18年2月7日 6,300,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8019 (社)日本港湾協会
平成１７年度　港湾振興に関
する評価検討調査

中部地方整備局副局長　松下
敏郎　　名古屋市港区築地町
２番地

平成18年2月13日 19,425,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾振興に関する業務につ
いては、港湾振興について、適切な広報手法を提案するとともに、
その効果について検証し、その結果をもとに、今後の港湾振興の
ための企画の提言を行うものである。本業務を実施するにあたっ
ては、港湾全体に関する総合的な知見、及び、各地域の港湾振興
に関する広報に対する取り組みの実績を有し、また、港湾振興に
関する広報活動に関わるマスコミ、市町村、オピニオンリーダーな
どとの連絡体制を幅広く有していることが必要である。当該法人
は、港湾管理者など港湾関係者から成る社団法人であり、また、
雑誌「港湾」を発行するなど、これまで港湾振興に関する広報に取
り組んできた実績がある。よって、本業務を実施し得る唯一の者で
あり、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当す
るため｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8020
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

平成１７年度運河周辺地域の
活性化に向けた景観比較分析
調査

中部地方整備局副局長　松下
敏郎　　名古屋市港区築地町
２番地

平成18年2月27日 7,832,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）
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（具体的かつ詳細に記載）

8021
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平成１７年度　複合型災害防
災訓練検討調査

中部地方整備局副局長　松下
敏郎　　名古屋市港区築地町
２番地

平成18年2月27日 3,045,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、防災
業務体制検討調査については、港湾空港関係防災業務体制のあ
り方等に関する既存の資料や今回新たに行う関係機関へのヒアリ
ング結果を基に、関係機関との連携を視野に入れた災害時の初
動マニュアルの改訂作業を行うものである。本調査を行うにあたっ
ては当局における防災体制や災害対策の手順等に関する専門的
な知識と豊富な経験を有し、国としての役割を十分に把握した上
で、地元関係機関との連携体制や各種資料の作成など、行政の
立場に立った検討が必要となる。これらの条件を満足する機関は
唯一当該法人をおいて他になく、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8022 (財)沿岸技術研究センター
港湾空港関係整備に係る沿岸
気象海象情報の予測解析等
業務

近畿地方整備局副局長　藤田
郁夫
神戸市中央区海岸通２９　神
戸地方合同庁舎

平成17年4月1日 14,280,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している沿岸気象海象情報
予測解析業務については、港湾・空港及び海岸における施設の
調査・計画・設計・管理・保全及び利用並びに工事等の実施の際
に必要不可欠な気象海象情報及び台風等非常時の港湾・海岸に
おける管理情報を充実させ、災害防止対策の確立を図るため、精
度の高い波浪予測データを取得するものである。そのため、本業
務の目的を確実に実施するためには、過去からの大量な波浪観
測データの蓄積とリアルタイムの波浪観測データの取得が必要不
可欠である。沿岸気象海象情報配信システム（COMEINS）は、国
土交通省港湾局の全国港湾海洋波浪情報網（ＮＯＷＰＨＡＳ）の波
浪観測データと、気象庁の予報及び観測情報をもとに独自の解析
を行い、波浪観測情報をリアルタイムで配信するシステムである。
このシステムは、昭和５６年の運輸技術審議会１１号答申「１９８０
年代における海洋調査の推進」において、「沿岸波浪観測網等か
ら得られる膨大な量の沿岸波浪データの蓄積を行い、工学的、統
計的利用のための解析及び提供を行う沿岸波浪センター（仮称）
を整備する。」とされたのを受けて、当該法人内に設立された波浪
情報部が開発したものであり、日本沿岸域の予測値を検証、補正
して精度の高い波浪予測、波浪実況を提供するとともに、台風接
近時の港湾の高浪予測や潮位予測をリアルタイムで行うシステム
を構築しているのは、COMEINSのみである。また、過去においても
その予測精度が高く評価できるものであることから、本業務を達成
する唯一のシステムであり、著作権を有しており、競争を許さない
ことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（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
（１９年度以降一般競
争入札に移行）

8023
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平成17年度工事帳票管理シス
テム運用支援業務

近畿地方整備局副局長　藤田
郁夫
神戸市中央区海岸通２９　神
戸地方合同庁舎

平成17年4月1日 11,550,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、工事
帳票管理システム運用支援業務については、管内において港湾Ｃ
ＡＬＳを運用するために必要となる、「工事帳票管理システム」の導
入・設定及び運用支援等（操作支援、説明会等）を実施するもので
ある。本業務を的確に遂行するためには、「工事帳票管理システ
ム」を熟知していることが必須要件であるとともに、工事帳票管理
システムを利用する多数の工事請負者（第三者）に対し中立性・
公平性を持って迅速に対処する必要がある。当該法人は、発注及
び施工に係るシステムに関する調査研究及びその開発と普及、並
びに、発注及び施工に係る技術に関する研修会・講習会等の開
催、刊行物の発行等を事業としており、特に本業務の施工に当
たって必要となる、施工に係るシステムに関する開発、及び、施工
に係る技術に関する研修会の開催に関し、高度な技術力と情報
量を有している。さらには、「工事帳票管理システム」を構築すると
ともに当該システムの著作権を有し、各整備局での「工事帳票管
理システム」の導入・設定及び運用支援に携わっており、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8024
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

大阪港夢洲トンネル現場技術
業務

近畿地方整備局大阪港湾・空
港整備事務所長　大越康史
大阪市港区弁天1-2-1-700

平成17年4月1日 34,650,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8025 (財)沿岸技術研究センター
管内波浪情報提供システム
データ配信業務

近畿地方整備局神戸港湾空
港技術調査事務所長　東島義
郎
神戸市中央区小野浜町7-30

平成17年4月1日 1,249,500

沿岸技術研究センターとの間で締結している気象海象情報提供
業務については、港湾工事の工程管理及び安全確保並びに防災
対策を目的として、気象海象に関する各種情報を得るとともに、そ
れらの情報を一般市民向けに提供するための防災情報表示盤の
保守点検等を行うものである。本業務の実施に当たっては、提供
情報の公共性、信頼性及び即時性が求められ、かつ、気象庁の
波浪予測及び各種気象情報と（独）港湾空港技術研究所で管理し
ている波浪実況情報等も併せて使用するため、これらの情報を提
供出来る体制を有している事が必要不可欠である。また、保守点
検の対象である防災情報表示盤の構成機器及びシステム構築の
内容等を詳細に把握していることに加え、表示する情報の取得先
である沿岸気象海象情報配信システムとの送受信、制御等に関
するシステムについても把握していることが求められ、かつ中立
的・公平的な立場から業務を行う必要がある。これらの条件を満
たす者は当該法人をおいて他にはなく、システムの著作権を有し
ており、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当
するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

8026
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

舞鶴港現場技術業務
近畿地方整備局舞鶴港湾事
務所長　木村　隆
舞鶴市字下福井９１０番地

平成17年4月1日 44,835,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8027 (社)神戸清港会 海洋浮遊ゴミ処理
近畿地方整備局神戸港湾事
務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町７－３
０

平成17年4月1日 7,344,000

(社)神戸清港会との間で締結している海洋浮遊ゴミ処理は、海面
清掃船が神戸港沖で回収した海洋浮遊ゴミを神戸港内で陸揚げ
し、分別したゴミの処分を神戸市環境局に依頼し、神戸市の処分
施設に投棄処分するものである。当該法人は、神戸市の外郭団
体であり、神戸港内の海域浮遊ゴミの回収から投棄まで処理一式
を行っている。神戸港内で一貫処理できる唯一の者であり、競争
を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8028 西日本高速道路(株)
ＥＴＣコーポレートカード利用契
約料（後納）

近畿地方整備局副局長　藤田
郁夫
神戸市中央区海岸通２９　神
戸地方合同庁舎

平成17年4月1日 1,021,536

西日本高速道路(株)との間で締結しているＥＴＣコーポレートカード
使用料については、西日本高速道路（株）が管理する高速道路を
利用した際の通行料の支払いであり、競争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項に該当するため。（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)



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8029 阪神高速道路(株)
ＥＴＣコーポレートカード利用契
約料（後納）

近畿地方整備局副局長　藤田
郁夫
神戸市中央区海岸通２９　神
戸地方合同庁舎

平成17年4月1日 1,693,901

阪神高速道路(株)との間で締結しているＥＴＣコーポレートカード利
用契約料については、阪神高速道路（株）が管理する高速道路を
利用した際の通行料の支払いであり、競争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項に該当するため。（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)

8030 (社)日本作業船協会
港湾工事補助施設（船舶）技
術調査（その１）

近畿地方整備局神戸港湾空
港技術調査事務所長　東島義
郎
神戸市中央区小野浜町7-30

平成17年4月19日 11,550,000

(社)日本作業船協会との間で締結している港湾工事補助施設船
舶技術調査は、港湾工事等で使用する当局所有の作業船を良好
な状態で使用するための定期的な修理工事に関する技術調査を
行うものである。本調査の成果は、今後の維持更新計画に直結す
ることから、特定の者に有利とならないよう公平性、中立性をもっ
て業務を行うことが不可欠である。当該法人は、作業船及び作業
船に関する機械設備の技術向上及び開発を図ることを目的とした
公益法人で、これまでに作業船設計基準の作成や各種作業船の
構造設計、老朽化調査等の業務を実施した実績を有し、作業船に
ついて十分な知識を保持しており、本業務を的確かつ効率的に実
施でき、公平性・中立性についても確保されている唯一の機関で
あり、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8031
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

神戸港港湾工事における多様
な入札・契約方式の検討業務

近畿地方整備局神戸港湾事
務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町７－３
０

平成17年4月25日 4,945,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、技術
提案審査等補助業務については、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のかかった公務員（国土交
通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門
的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益
法人に履行させる必要があり、競争を許さないことから、会計法第
２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8032
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

大阪港夢洲トンネル夢洲側ア
プローチ部等施工技術調査

近畿地方整備局大阪港湾・空
港整備事務所長　大越康史
大阪市港区弁天1-2-1-700

平成17年4月25日 15,750,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8033 (社)日本潜水協会
日高港御坊地区水中部施工
状況調査

近畿地方整備局和歌山港湾
事務所長　門脇秀人
和歌山市湊薬種畑の坪１３３４

平成17年4月25日 3,307,500

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

8034
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

既存防波堤活用方策検討調
査

近畿地方整備局神戸港湾事
務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町７－３
０

平成17年4月28日 14,490,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8035
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

舞鶴港浚渫土砂等有効活用
調査

近畿地方整備局舞鶴港湾事
務所長　木村　隆
舞鶴市字下福井９１０番地

平成17年4月28日 7,980,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8036 (社)日本作業船協会
港湾工事補助施設（船舶）技
術調査（その２）

近畿地方整備局神戸港湾空
港技術調査事務所長　東島義
郎
神戸市中央区小野浜町7-30

平成17年5月9日 11,865,000

(社)日本作業船協会との間で締結している港湾工事補助施設船
舶技術調査は、港湾工事等で使用する当局所有の作業船を良好
な状態で使用するための定期的な修理工事に関する技術調査を
行うものである。本調査の成果は、今後の維持更新計画に直結す
ることから、特定の者に有利とならないよう公平性、中立性をもっ
て業務を行うことが不可欠である。当該法人は、作業船及び作業
船に関する機械設備の技術向上及び開発を図ることを目的とした
公益法人で、これまでに作業船設計基準の作成や各種作業船の
構造設計、老朽化調査等の業務を実施した実績を有し、作業船に
ついて十分な知識を保持しており、本業務を的確かつ効率的に実
施でき、公平性・中立性についても確保されている唯一の機関で
あり、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8037 (社)日本港湾協会
明石海峡開発保全航路計画
検討調査

近畿地方整備局神戸港湾事
務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町７－３
０

平成17年5月13日 13,650,000

日本港湾協会との間で締結している、開発保全航路の危機管理
に関する業務については、開発保全航路における保全管理機能
強化を図るために危機管理システムの構築に向けた基礎検討を
行うものであり、国際幹線航路として重要な当該航路における危
機管理システムの内容の漏洩は、実効性を伴うテロ計画の構築
やテロ行為の実行に利用されるおそれがあるため、我が国の保安
対策上、極めて機密性の高いものである。本業務実施にあたって
は、米国同時多発テロを受けて、世界中の船舶所有者、港湾管理
者等に保安の確保のための措置を義務付けた海上人命安全条約
及びその国内法である「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安
の確保等に関する法律」を踏まえた港湾保安対策にかかる保安
規定及び保安機器設備に関する優れた知見を有していることは勿
論のこと、保安上の秘密保持を厳守できることが不可欠である。
当該法人は、港湾に関する資料の収集、港湾政策の総合的な調
査・研究を行い、その成果の普及を通じて港湾施設整備と管理の
改善を促進し、もって産業の振興と貿易の伸展等に寄与するため
の多岐にわたる業務を行っており、また、「港湾保安対策室」を設
置し、港湾保安業務に関する専門知識を豊富に有しているととも
に、秘密の保全を講じつつ業務を実施するための十分な組織体
制が整っている。加えて港湾管理者等を会員としており、港湾にか
かる調査・計画・整備・管理・運営等の総合かつ高度な情報の蓄
積がある。また、平成１６年度において「国際港湾施設保安対策検
討調査」等の調査を実施し、港湾の保安措置に関する高度な知
見、ノウハウを有している。これらの情報は特に守秘義務を要する
ものであるため、特定の団体以外にこれらの情報を扱わせること
はできず、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（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)

8038 (財)沿岸技術研究センター
大阪港咲洲トンネル技術検討
調査

近畿地方整備局副局長　藤田
郁夫
神戸市中央区海岸通２９　神
戸地方合同庁舎

平成17年5月24日 59,010,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8039
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

大阪港夢洲トンネル海上施工
技術検討調査

近畿地方整備局大阪港湾・空
港整備事務所長　大越康史
大阪市港区弁天1-2-1-700

平成17年5月30日 3,045,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8040
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

大阪港夢洲トンネル沈埋部等
施工技術調査

近畿地方整備局大阪港湾・空
港整備事務所長　大越康史
大阪市港区弁天1-2-1-700

平成17年5月30日 27,300,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8041 (社)神戸海難防止研究会
大阪港[夢洲トンネル]工事に
伴う船舶航行安全対策調査

近畿地方整備局大阪港湾・空
港整備事務所長　大越康史
大阪市港区弁天1-2-1-700

平成17年5月30日 7,140,000

(社)神戸海難防止研究会との間で締結している大阪港[夢洲トンネ
ル]工事に伴う船舶航行安全対策調査については、大阪港夢洲ト
ンネルが、大阪港の主航路の港口付近を横断して建設されるもの
であることから、工事実施にあたって、工事中の海難防止を目的と
した安全対策について、海事関係者等及び関係行政機関の者に
よる委員会を組織し、検討を行うものである。実施にあたっては、
海難防止全般に精通し、船舶の運航及び海難防止などの高度な
専門知識を有する委員会を組織出来る機関であることが必須条
件である。当該法人は、近畿、四国及び付近沿岸並びに瀬戸内
海における海難防止に関する事項を調査・研究しており本調査を
的確、効率的に実施し得る唯一の者であり、競争を許さないことか
ら会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8042 (財)日本航路標識協会
神戸港ポートアイランド(第2期)
地区防波堤(第7)灯台移設検
討業務

近畿地方整備局神戸港湾事
務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町７－３
０

平成17年6月1日 5,302,500

（財）日本航路標識協会との間で締結している神戸港ポートアイラ
ンド(第2期)地区防波堤(第7)灯台移設検討業務は、防波堤の堤頭
函移設に伴い新設する灯台の設計検討を行い、図面作成及び数
量計算を合わせて行うものである。実施にあたっては、標識の検
討及び灯台の施工方法等特殊な専門的技術が求められる点か
ら、航路標識に関して高度な知識と航行安全に対する見識を兼ね
備えた総合的な判断能力と中立性を備えた者でなければならな
い。当該法人は、航路標識に関し、高度でかつ豊富な知識を有し
ていると共に航行安全に関する見識も高く、本業務を的確かつ中
立的立場で実施し得る唯一の者であり、競争を許さないことから
会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8043 (社)日本港湾協会
神戸港PI(第2期)地区次世代
高規格ﾀｰﾐﾅﾙ事業化検証調
査

近畿地方整備局神戸港湾事
務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町７－３
０

平成17年6月9日 7,140,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾長期構想に関する検
討業務については、港湾整備の推進を図るにあたり、利便性の高
い、また魅力ある港湾整備を実施するための整備方針及び将来
像を検討するものである。本業務の実施にあたっては、学識経験
者及び港湾利用者、また市民との積極的な情報交換を実施し、長
期的な戦略を含めた計画の検討が必要であり、港湾の計画や施
設整備、施設管理に関する知識はもとより、親水機能向上や環境
保全に関する幅広い知見を有することが必要である。当該法人
は、港湾に関する資料の収集、港湾政策の総合的な調査・研究を
行い、その成果の普及を通じて港湾施設整備と管理の改善を促
進し、もって産業の振興と貿易の伸展等に寄与するための多岐に
わたる業務を実施しており、また、港湾及び港湾施設を管理してい
る地方公共団体、民間企業、港湾所在市町村が会員となっている
唯一の港湾関係公益法人で、計画策定業務にも精通している。
これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他にはなく、競争
を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8044 (社)神戸海難防止研究会
神戸中央航路整備計画検討
調査

近畿地方整備局神戸港湾事
務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町７－３
０

平成17年6月9日 13,650,000

(社)神戸海難防止研究会との間で締結している神戸中央航路整
備計画検討調査は、航路環境の変化について定量的に分析評価
を行い、今後の整備計画等へ反映させるための基礎資料とするも
のである。実施にあたっては、「神戸中央航路整備効果検討業務」
を熟知し基礎データとして本業務へ反映させることが必要不可欠
である。当該法人は、当該業務を実施すると共に、海上工事に伴
う船舶航行安全対策調査等数多く実施し、本調査を的確・効率的
に中立的立場で実施し得る唯一の者であり、さらには「神戸中央
航路整備効果検討業務」を実施したものでもあり、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8045 (社)日本潜水協会
柴山港柴山地区水中部施工
状況調査

近畿地方整備局舞鶴港湾事
務所長　木村　隆
舞鶴市字下福井９１０番地

平成17年6月10日 1,375,500

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

8046
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

臨港道路トンネル施工技術調
査業務

近畿地方整備局舞鶴港湾事
務所長　木村　隆
舞鶴市字下福井９１０番地

平成17年6月15日 1,680,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8047 (社)日本港湾協会
大阪湾港湾の基本構想策定
調査

近畿地方整備局副局長　藤田
郁夫
神戸市中央区海岸通２９　神
戸地方合同庁舎

平成17年6月20日 3,885,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾長期構想に関する検
討業務については、港湾整備の推進を図るにあたり、利便性の高
い、また魅力ある港湾整備を実施するための整備方針及び将来
像を検討するものである。本業務の実施にあたっては、学識経験
者及び港湾利用者、また市民との積極的な情報交換を実施し、長
期的な戦略を含めた計画の検討が必要であり、港湾の計画や施
設整備、施設管理に関する知識はもとより、親水機能向上や環境
保全に関する幅広い知見を有することが必要である。当該法人
は、港湾に関する資料の収集、港湾政策の総合的な調査・研究を
行い、その成果の普及を通じて港湾施設整備と管理の改善を促
進し、もって産業の振興と貿易の伸展等に寄与するための多岐に
わたる業務を実施しており、また、港湾及び港湾施設を管理してい
る地方公共団体、民間企業、港湾所在市町村が会員となっている
唯一の港湾関係公益法人で、計画策定業務にも精通している。
これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他にはなく、競争
を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8048 (財)沿岸技術研究センター 耐震対策工法検討調査
近畿地方整備局神戸港湾空
港技術調査事務所長　東島義
郎
神戸市中央区小野浜町7-30

平成17年6月24日 18,270,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している、津波対策工技術検
討業務については、想定津波の数値シミュレーションを行い、港湾
空港等における津波対策工の防護効果を検証し、津波対策施設
整備の基礎資料としてとりまとめるものである。本業務を実施する
ためには、中央防災会議等でまとめられる地震活動の長期評価
に知見があることに加え、津波の影響範囲及び対策工の効果をよ
り適切に把握する観点から、一般的に普及している二次元数値シ
ミュレーションではなく、今後はより精度の高い三次元数値シミュ
レーションを活用し、その演算結果について工学的な見地から対
策工効果の可否を判断する高度な専門知識を必要とする。当該
法人は、同法人内に「沿岸防災技術研究所」を有し、沿岸域の開
発、利用、保全及び防災に係る港湾技術に関する豊富な調査研
究実績を誇っており、三次元数値シミュレーション改良に関する共
同研究を実施中であり、沿岸域における防災に関する研究に対
し、より迅速に、より体系的に取り組むことができる唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8049 (社)日本潜水協会
和歌山下津港本港地区基礎
工等水中部施工状況調査

近畿地方整備局和歌山港湾
事務所長　門脇秀人
和歌山市湊薬種畑の坪１３３４

平成17年6月28日 1,575,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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8050
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

大阪港夢洲トンネル等現場技
術業務

近畿地方整備局大阪港湾・空
港整備事務所長　大越康史
大阪市港区弁天1-2-1-700

平成17年6月30日 38,535,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8051
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

大阪湾環境情報ネットワーク
構築業務

近畿地方整備局神戸港湾空
港技術調査事務所長　東島義
郎
神戸市中央区小野浜町7-30

平成17年6月30日 29,925,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8052
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

環境経営体制構築検討調査
近畿地方整備局神戸港湾事
務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町７－３
０

平成17年7月1日 5,460,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している環境マネ
ジメントに関する業務については、事務所における環境マネジメン
トシステムの構築及びISO14001の認証取得に向けた検討、調査
を行うものであるが、本業務を実施するにあたっては、ISO14000
シリーズについて高度な知識を有し、かつ港湾分野における事業
の特殊性や環境対策・施策に精通し当局の組織活動及び行政
サービスの環境負荷の低減に向けた調査・提案ができる能力がな
ければならない。当該法人は、港湾空間の高度化及び港湾環境
の充実に必要な計画・設計手法・費用対効果分析等に係る港湾
技術に関し、総合的・科学的な調査研究を行っている唯一の機関
であり、また港湾分野の特殊性をふまえた環境マネジメントシステ
ムの普及拡大のために環境ISO研究部門を設置して公的機関を
含めた認証取得支援を行っていることから、これらの条件を満足
する機関は唯一当該法人をおいて他になく、競争を許さないこと
から、会計法第２９条の３第４項に該当するため｡（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8053 (社)海洋調査協会
海象観測データ信頼性維持検
討調査

近畿地方整備局神戸港湾空
港技術調査事務所長　東島義
郎
神戸市中央区小野浜町7-30

平成17年7月5日 13,650,000

(社)海洋調査協会との間で締結している海象観測デ－タ信頼性維
持検討調査は管内に設置されている海象観測装置のデータ品質
を維持するために、海象観測装置の調査を実施し、海象観測装置
の総合所見と次年度の検討を行うものである。本業務を実施する
にあたっては、各観測地点の特性、設置状況及び観測目的等を
熟知し、信頼性の高いデータを確保するため観測データの適切な
評価が行えるとともに、海象観測装置の構造及び海象観測システ
ムの機能等についても熟知している必要がある。同法人は当該海
象観測装置の研究開発を行い、海洋調査のための技術マニュア
ルや安全管理指針等の作成も手がけていることから、信頼性の高
い観測データを常に公平かつ公正に提供するための技術維持と、
観測データの精度を確保するための海象観測装置の調整点検技
術を有している唯一の者であり、競争を許さないことから会計法第
２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8054 (財)沿岸技術研究センター
大阪港夢洲トンネル技術検討
調査

近畿地方整備局大阪港湾・空
港整備事務所長　大越康史
大阪市港区弁天1-2-1-700

平成17年7月6日 30,975,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8055 (社)日本埋立浚渫協会
大規模災害時における作業船
の避難検討及び支援業務

近畿地方整備局副局長　藤田
郁夫
神戸市中央区海岸通２９　神
戸地方合同庁舎

平成17年7月8日 4,410,000

(社)日本埋立浚渫協会との間で締結している大規模災害時にお
ける作業船の避難検討及び支援業務は、大規模地震、津波災害
時における作業船避難の考え方や方法についての検討及び近畿
地方整備局が実施する「大規模津波災害総合訓練」において、港
湾施設での被災を想定した救助訓練、障害物除去訓練等の支援
を実施し、災害時における港湾施設への緊急応急措置の検討な
ど対応方針をとりまとめるものである。本業務を実施するために
は、作業船の諸元や操船性及び港湾域における大規模災害時の
緊急的な応急対策業務に精通するとともに、応急対策や支援のた
めの実施体制を備えていることが必要不可欠である。当該法人
は、浚渫船その他作業船の能力向上に関する研究及び作業従事
者の研修を行っている。さらに、近畿地方整備局港湾空港部との
間において、「国土交通省近畿地方整備局管轄区域における災
害時の応急対策業務に関する協定書」を締結し、①港湾区域にお
ける障害物の除去②港湾施設の緊急応急措置③海岸保全施設
の緊急応急措置をおこなうことになっており、加えて「大阪港浮体
式係留施設による震災時等の緊急時の支援活動に関する協定
書」も締結してる。以上から当該法人が当業務を実施できる唯一
の機関であり、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項
に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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8056
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

近畿管内における物流広域連
携方策等検討調査

近畿地方整備局副局長　藤田
郁夫
神戸市中央区海岸通２９　神
戸地方合同庁舎

平成17年7月15日 24,360,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾利
用促進調査については、港湾空間における陸・海・空の交通体系
を活用した効率的な物流体系の構築について検討を行うものであ
る。本調査の実施にあたっては、全国の港の現況、本船から荷主
までの各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨物の流
動情報など豊富な知識と幅広い知見を有する必要がある。また、
荷主への企業ヒアリングなど、港湾関係者の利害に関わる個人情
報を取り扱うことから、公平かつ公益的立場にあり、十分な機密保
持能力を保持した機関である必要がある。当該法人は、公益法人
として公平・中立的立場での調査が可能であり、また、同者は「コ
ンテナ流動化調査」等の同種の調査をこれまで多数実施してお
り、本調査の実施に必要となる全国の港湾の現況、本船から荷主
までをつなぐ各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨
物流動情報等の豊富な知識と幅広い知見を有する唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8057
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

自律移動支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実証実
験業務

近畿地方整備局神戸港湾事
務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町７－３
０

平成17年7月27日 17,703,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、自律移
動支援実証実験については、臨海部港湾空間において、「ユニ
バーサル社会」の実現に向けた取組の一環として、自律移動支援
プロジェクトの実証実験を行うものである。実施にあたっては、港
湾行政に精通し港湾のIT分野などに関する総合的な知識を有す
ると共に、港湾空間に関する専門的な知識を有し、かつ高度な分
析能力及び判断力が必要不可欠である。当該法人は、港湾空間
の高度化を図るために必要な計画・設計手法等に係る港湾技術
に関する総合的・科学的な調査研究を行い、また港湾における情
報化の推進や分析調査等も多数実施しており本業務を的確、効
率的に中立的・公平的な立場で実施しうる唯一の者であり、競争
を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8058 (独)港湾空港技術研究所
高潮・高波・津波に対する直立
浮上式防波堤による防護効果

近畿地方整備局神戸港湾空
港技術調査事務所長　東島義
郎
神戸市中央区小野浜町7-30

平成17年8月2日 10,000,000

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している高潮・高波・津波
に対する直立浮上式防波堤による防護効果は、新形式の直立浮
上式防波堤の津波等からの防護効果を把握するための解析実験
を行うものである。実施に当たっては、水理特性が未解明である
新形式防波堤の水理特性を算定する数値解析能力が必要であ
り、そのためには３次元で高精細に津波・高潮・高波が予測できる
計算プログラムを有すること、ならびに精緻な陸上遡上計算や詳
細な津波力の算定が必要不可欠であることから、理学・工学研究
遂行能力及び研究実績を有することが必要である。当該法人が
所有する高精度津波・高潮・波浪計算プログラムであるSTOC及
びCADMAS-SURF/3Dを有しておりこれらは，３次元で津波・高潮・
波浪の水理現象を検討するために当該法人が独自に開発したも
ので著作権を有しており、民間では所有していない。またこれらに
代わるプログラムは他に存在しない。さらに当該法人は、港湾の
整備に関する調査研究の豊富な実績を有しており、理学・工学的
研究の分野においては、各種港湾水理現象の解明等その研究水
準は国際的にも高く、かつ、行政研究機関として培った経済・社会
的研究における業務遂行能力も有している。よって当該法人は、
本業務を実施し得る唯一の者であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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8059
(財)大阪湾ベイエリア開発推
進機構

大阪湾の港湾整備に関する地
域住民の理解促進調査

近畿地方整備局副局長　藤田
郁夫
神戸市中央区海岸通２９　神
戸地方合同庁舎

平成17年8月2日 4,200,000

(財)大阪湾ベイエリア開発推進機構との間で締結している大阪湾
の港湾整備に関する地域住民の理解促進調査は、港湾に関わる
地域活動との交流体験を通じて、大阪湾における港湾整備の意
義を地域住民がより効率的に理解できるような手法を検討するも
のである。本業務の実施に当たっては、大阪湾諸港の広域的役
割や、地域経済活動との関わりに精通し、さらに港湾整備事業の
円滑な推進に寄与するような、地域住民の公共事業に対する理
解促進のための効果的な広報手段に関する知見を有し、かつこ
れらに関する高度な分析能力及び判断力が必要である。当該法
人は、大阪湾沿岸地域の総合的開発整備に関する調査研究、企
画立案等の実績があり、大阪湾ベイエリアが有する機能と背後経
済、地域住民との関わり及び理解促進に関する豊富な知識を有し
ており、本業務を的確かつ効率的に実施しうる唯一の機関であ
り、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8060
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

舞鶴港港湾施設修繕工法検
討業務

近畿地方整備局舞鶴港湾事
務所長　木村　隆
舞鶴市字下福井９１０番地

平成17年8月3日 9,450,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8061
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

大阪湾環境調査
近畿地方整備局神戸港湾空
港技術調査事務所長　東島義
郎
神戸市中央区小野浜町7-30

平成17年8月5日 34,996,500

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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物品等又は役務の
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8062 (財)沿岸技術研究センター
臨海部における広域津波対策
検討調査

近畿地方整備局副局長　藤田
郁夫
神戸市中央区海岸通２９　神
戸地方合同庁舎

平成17年8月11日 15,750,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している、地震・津波ハザード
マップ作成等業務については、臨海部における港湾・海岸施設の
耐震性能の評価及び地震・津波襲来時の想定津波高さ、浸水範
囲等の算定を行うものである。本業務の実施にあたっては、津波・
高潮ハザードマップマニュアルの基本理念に照らした上で、その
評価及び分析を行う必要があり、臨海部開発に関する基本計画
等の熟知及び地震津波による影響検討における高度な知見が必
要である。また、浸水範囲の算定など地域住民に与えるインパクト
が大きいことから、公平・中立的立場で取り組むことが必要不可欠
である。当該法人は、同法人内に「沿岸防災技術研究所」を有し、
沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技術に関する豊
富な調査研究実績を誇っており、沿岸域における防災に関する研
究に対し、より迅速に、より体系的に取り組むことができる唯一の
者であり、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8063 (財)沿岸技術研究センター
港湾における東南海・南海地
震対策技術検討調査

近畿地方整備局神戸港湾空
港技術調査事務所長　東島義
郎
神戸市中央区小野浜町7-30

平成17年8月17日 40,425,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している、津波対策工技術検
討業務については、想定津波の数値シミュレーションを行い、港湾
空港等における津波対策工の防護効果を検証し、津波対策施設
整備の基礎資料としてとりまとめるものである。本業務を実施する
ためには、中央防災会議等でまとめられる地震活動の長期評価
に知見があることに加え、津波の影響範囲及び対策工の効果をよ
り適切に把握する観点から、一般的に普及している二次元数値シ
ミュレーションではなく、今後はより精度の高い三次元数値シミュ
レーションを活用し、その演算結果について工学的な見地から対
策工効果の可否を判断する高度な専門知識を必要とする。当該
法人は、同法人内に「沿岸防災技術研究所」を有し、沿岸域の開
発、利用、保全及び防災に係る港湾技術に関する豊富な調査研
究実績を誇っており、三次元数値シミュレーション改良に関する共
同研究を実施中であり、沿岸域における防災に関する研究に対
し、より迅速に、より体系的に取り組むことができる唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8064 (財)沿岸技術研究センター
紀伊半島中部沿岸域における
津波対策工の効果検証調査

近畿地方整備局副局長　藤田
郁夫
神戸市中央区海岸通２９　神
戸地方合同庁舎

平成17年8月24日 17,640,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している、津波対策工技術検
討業務については、想定津波の数値シミュレーションを行い、港湾
空港等における津波対策工の防護効果を検証し、津波対策施設
整備の基礎資料としてとりまとめるものである。本業務を実施する
ためには、中央防災会議等でまとめられる地震活動の長期評価
に知見があることに加え、津波の影響範囲及び対策工の効果をよ
り適切に把握する観点から、一般的に普及している二次元数値シ
ミュレーションではなく、今後はより精度の高い三次元数値シミュ
レーションを活用し、その演算結果について工学的な見地から対
策工効果の可否を判断する高度な専門知識を必要とする。当該
法人は、同法人内に「沿岸防災技術研究所」を有し、沿岸域の開
発、利用、保全及び防災に係る港湾技術に関する豊富な調査研
究実績を誇っており、三次元数値シミュレーション改良に関する共
同研究を実施中であり、沿岸域における防災に関する研究に対
し、より迅速に、より体系的に取り組むことができる唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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8065 (財)沿岸技術研究センター
大阪港夢洲トンネル構造・沈
下等検討調査

近畿地方整備局神戸港湾空
港技術調査事務所長　東島義
郎
神戸市中央区小野浜町7-30

平成17年8月25日 38,325,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8066
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

大阪湾の海域環境改善方策
検討調査

近畿地方整備局神戸港湾空
港技術調査事務所長　東島義
郎
神戸市中央区小野浜町7-30

平成17年8月29日 44,940,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地
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（円）
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8067 (社)日本港湾協会 港湾保安訓練検討業務
近畿地方整備局副局長　藤田
郁夫
神戸市中央区海岸通２９　神
戸地方合同庁舎

平成17年8月31日 4,830,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾保安総合訓練に関す
る検討業務については、米国同時多発テロを受けて、世界中の船
舶所有者、港湾管理者等に保安の確保のための措置を義務付け
た海上人命安全条約及びその国内法である「国際航海船舶及び
国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づく、港湾保安
総合訓練のあり方と具体的な訓練実施計画の作成方法を検討
し、当該港湾をモデルケースとして保安事態の疑似想定による訓
練を行うものであり、当該業務内容の漏洩は、実効性を伴うテロ
計画の構築やテロ行為の実行に利用されるおそれがあるため、極
めて機密性が高いものである。本業務の実施にあたっては、港湾
保安に関する機密情報の保全を講じつつ、起こりうる保安事態に
対応した訓練シナリオの検討を行う必要があることから、秘密保
全の組織体制が十分整備されているとともに、港湾における管
理・運営に関する総合的な知識や実態の把握、保安措置に関す
る幅広い知見と情報を有することが不可欠である。当該法人は、
港湾に関する資料の収集、港湾政策の総合的な調査・研究を行
い、その成果の普及を通じて港湾施設整備と管理の改善を促進
し、もって産業の振興と貿易の伸展等に寄与するための多岐にわ
たる業務を行っており、また、「港湾保安対策室」を設置し、港湾保
安業務に関する専門知識を豊富に有しているとともに、秘密の保
全を講じつつ業務を実施するための十分な組織体制が整ってい
る。加えて港湾管理者等を会員としており、港湾にかかる調査・計
画・整備・管理・運営等の総合かつ高度な情報の蓄積がある。ま
た、平成１６年度において「国際港湾施設保安対策検討調査」等
の調査を実施し、港湾の保安措置に関する高度な知見、ノウハウ
を有している。これらの情報は特に守秘義務を要するものである
ため、特定の団体以外にこれらの情報を扱わせることはできず、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。（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)

8068
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

大阪国際空港現場技術業務
近畿地方整備局大阪港湾・空
港整備事務所長　大越康史
大阪市港区弁天1-2-1-700

平成17年9月1日 18,270,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8069 (財)沿岸技術研究センター
港湾における簡易耐震診断手
法に関する検討調査

近畿地方整備局神戸港湾空
港技術調査事務所長　東島義
郎
神戸市中央区小野浜町7-30

平成17年9月2日 40,005,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している、津波対策工技術検
討業務については、想定津波の数値シミュレーションを行い、港湾
空港等における津波対策工の防護効果を検証し、津波対策施設
整備の基礎資料としてとりまとめるものである。本業務を実施する
ためには、中央防災会議等でまとめられる地震活動の長期評価
に知見があることに加え、津波の影響範囲及び対策工の効果をよ
り適切に把握する観点から、一般的に普及している二次元数値シ
ミュレーションではなく、今後はより精度の高い三次元数値シミュ
レーションを活用し、その演算結果について工学的な見地から対
策工効果の可否を判断する高度な専門知識を必要とする。当該
法人は、同法人内に「沿岸防災技術研究所」を有し、沿岸域の開
発、利用、保全及び防災に係る港湾技術に関する豊富な調査研
究実績を誇っており、三次元数値シミュレーション改良に関する共
同研究を実施中であり、沿岸域における防災に関する研究に対
し、より迅速に、より体系的に取り組むことができる唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
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（円）
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8070 (社)日本作業船協会
油分濃縮型油回収システム船
舶搭載技術の開発

近畿地方整備局神戸港湾空
港技術調査事務所長　東島義
郎
神戸市中央区小野浜町7-30

平成17年9月8日 18,375,000

(社)日本作業船協会との間で締結している油分濃縮型油回収シス
テム船舶搭載技術の開発は、海洋環境整備船に搭載し、油流出
事故時等に機能する油回収システムの船舶搭載について、搭載
方法等の技術的検討を行うものである。本業務は同船の技術研
究を行っている当該法人の知見・技術力に依る以外に履行でき
ず、当該法人が本業務を実施できる唯一の者であり、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8071 (社)日本潜水協会 神戸港水中部施工状況調査
近畿地方整備局神戸港湾事
務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町７－３
０

平成17年9月20日 2,940,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

8072 (独)港湾空港技術研究所
油回収機油水分離促進技術
の開発

近畿地方整備局神戸港湾空
港技術調査事務所長　東島義
郎
神戸市中央区小野浜町7-30

平成17年9月21日 9,429,000

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している油回収機油水分
離促進技術の開発は大量油流出事故等に対応する油分濃縮型
油回収システムの遠心分離効果等の検証を行うため実油による
実験を行うものであり、海洋浮遊油の特性を再現した模型実験が
できる施設と技術力が必要であり、このような水槽は(独)港湾空港
技術研究所の所有する「油回収実海域再現水槽」のみであり、業
務実施に当たっては、当該法人が出願中の特許「真空吸引油シス
テム（2003-182388)」、「小型油回収機システム(2003-320936)」、｢
漂流油回収システム(2001-29195)」を活用する必要がある。本業
務は国の港湾整備事業の実施に直結するものであり、今後の港
湾行政の方向性にも大きな影響を与えるものであることから、公
正かつ中立的な立場から業務を行う必要があるが、公正・中立的
な立場から業務を実施できる機関は(独)港湾空港技術研究所をお
いて他にはなく、その設立目的も本業務の目的と一致している。上
記に理由より、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項
に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

8073
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

和歌山下津港液状化対策施
工技術検討調査

近畿地方整備局和歌山港湾
事務所長　門脇秀人
和歌山市湊薬種畑の坪１３３４

平成17年9月28日 4,735,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8074
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

大阪港夢洲トンネル等３／四
半期現場技術業務

近畿地方整備局大阪港湾・空
港整備事務所長　大越康史
大阪市港区弁天1-2-1-700

平成17年9月30日 38,640,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8075 (社)近畿建設協会 業務資料購入
近畿地方整備局副局長　藤田
郁夫
神戸市中央区海岸通２９　神
戸地方合同庁舎

平成17年10月6日 3,600,000

(社)近畿建設協会との間で締結している業務資料購入は、近畿地
方整備局の各事業や社会資本と地域の歴史や文化とのつながり
等を紹介する広報誌である業務資料「ふれあい近畿」を購入する
ものである。本誌の印刷・発行は当該法人が行っており、競争を
許さないため会計法第２９条の３第４項に該当するため。（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
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

8076 (社)日本潜水協会
日高港御坊地区水中部施工
状況調査（その２）

近畿地方整備局和歌山港湾
事務所長　門脇秀人
和歌山市湊薬種畑の坪１３３４

平成17年10月11日 2,530,500

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

8077
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

大阪港北港南地区岸壁（－１
６ｍ）施工技術検討調査

近畿地方整備局大阪港湾・空
港整備事務所長　大越康史
大阪市港区弁天1-2-1-700

平成17年10月12日 15,750,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
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（円）
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8078 (社)日本港湾協会
日高港利用促進方策検討調
査

近畿地方整備局和歌山港湾
事務所長　門脇秀人
和歌山市湊薬種畑の坪１３３４

平成17年10月19日 4,935,000

本業務は、効率的な輸送体系を構築するため、日高港をモデルに
海外貿易を主とした利用促進方策の検討を行うものである。本業
務の実施に当たっては、港湾行政に精通し、社会経済分野などに
関する総合的な知識、並びに港湾計画及び港湾の利用促進・振
興方策等に関する専門的な知識を有すると共に、高度な分析能
力及び判断力が必要である。また、今後の日高港の将来計画に
大きな影響を与えることから、港湾管理者、港湾利用者の利害関
係に配慮し公正かつ中立的な立場から業務を行う必要がある。当
該法人は、港湾施設の整備とその管理の改善を促進し、もって産
業の振興と貿易の伸展に寄与するための調査研究を行うと共に
全国の港湾関連の将来計画・構想、利用促進・振興方策に関する
調査を多数実施し、港湾空港における長期構想や港湾計画の策
定に必要な基礎資料の整理やデータ分析を通じて、本業務遂行
に必要な知識や分析能力を有する、港湾管理者である地方自治
体及び港湾利用者である民間等が会員となっている公益法人で
あり、公正・中立的な立場で本調査を的確かつ効率的に実施しう
る唯一の機関であることから、会計法第29条の3第4項の契約の
性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため｡（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

8079 (財)沿岸技術研究センター 軽量土(SGM)工法追跡調査
近畿地方整備局神戸港湾空
港技術調査事務所長　東島義
郎
神戸市中央区小野浜町7-30

平成17年10月21日 5,460,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している新技術評価関連業
務については、被災港湾施設の復旧工事として初めて採用された
工法の長期耐久性を分析・評価するものである。本業務の実施に
当たっては、新工法の理論及び特性などに関する知見に加えて、
長期耐久性の解析・評価に関する高度な技術的知見も必要であ
る。当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾
技術に関する豊富な調査研究実績を誇っており、設計・施工技術
に関する同工法の技術マニュアルをとりまとめるなど、同工法に関
する本業務を実施するのに必要な高度な知見と技術力を有する
唯一の者であり、マニュアルの著作権を有しており、競争を許さな
いことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため｡（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)

8080 (社)近畿建設協会 業務資料購入
近畿地方整備局副局長　藤田
郁夫
神戸市中央区海岸通２９　神
戸地方合同庁舎

平成17年11月7日 3,600,000

(社)近畿建設協会との間で締結している業務資料購入は、近畿地
方整備局の各事業や社会資本と地域の歴史や文化とのつながり
等を紹介する広報誌である業務資料「ふれあい近畿」を購入する
ものである。本誌の印刷・発行は当該法人が行っており、競争を
許さないため会計法第２９条の３第４項に該当するため。（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
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）
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8081
(社)日本マリーナ・ビーチ協
会

近畿圏内におけるプレジャー
ボートネットワーク検討調査

近畿地方整備局副局長　藤田
郁夫
神戸市中央区海岸通２９　神
戸地方合同庁舎

平成17年11月9日 9,870,000

(社)日本マリーナ・ビーチ協会との間で締結している近畿圏内にお
けるプレジャーボートネットワーク検討調査査は、近畿圏における
放置艇対策について、港湾及び漁港を含めた既存ストックの有効
活用を考慮しつつ、防災の観点を含んだプレジャーボート（ＰＢ）
ネットワークの効率的・効果的な形成について検討を行うことを目
的とし、実施するものである。本調査の目的を達成するため、放置
艇の実態調査の他、既存収容計画の収集整理、既存ストックの利
用状況等整理、放置艇禁止区域等規制の状況把握、放置艇対策
計画の検討、ネットワーク形成方策の検討を行うとともに、当該結
果に対し、広域的な観点から評価、分析等を行うものである。この
ため、本業務の実施にあたっては、近畿圏におけるＰＢの現状を
熟知し、港湾空間の放置艇対策の制度及び海洋レクリェレーショ
ンをとおした地域ネットワーク形成に関して豊富な知見を有してい
るとともに、関係行政機関との連携調整が不可欠である。また、各
港湾管理者から資料を収集するとともに、放置艇禁止区域の設定
についての港湾管理者の動向等のヒアリングを実施しており、公
正かつ中立的な立場で業務を遂行することが求められている。さ
らに、広域的な観点からの検討に際しては、全国各地で類似業務
の実績を豊富に有し、これを体系的に取りまとめていることが必要
不可欠であり、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項
に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8082
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

大阪湾圏域広域処理場整備
事業検討調査

近畿地方整備局副局長　藤田
郁夫
神戸市中央区海岸通２９　神
戸地方合同庁舎

平成17年11月10日 12,810,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8083
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

簡易施設データベース構築検
討調査

近畿地方整備局副局長　藤田
郁夫
神戸市中央区海岸通２９　神
戸地方合同庁舎

平成17年11月28日 9,555,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、港湾
施設情報システム改良等業務については、国土技術政策総合研
究所と当該法人とで共同開発し、平成１３年度より運用開始してい
る当該システムの改良を行うものである。当該法人は、本システ
ムに精通していることに加え、事業実施の支援等に関する専門的
知識を有しており、かつ、当該システムの著作権を保有しており、
当該システムの改良等業務を円滑に行うことが出来る唯一の者で
あり、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
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8084 (社)日本港湾協会 神戸港広域ｱｸｾｽ検討調査
近畿地方整備局神戸港湾事
務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町７－３
０

平成17年11月30日 17,850,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾長期構想に関する検
討業務については、港湾整備の推進を図るにあたり、利便性の高
い、また魅力ある港湾整備を実施するための整備方針及び将来
像を検討するものである。本業務の実施にあたっては、学識経験
者及び港湾利用者、また市民との積極的な情報交換を実施し、長
期的な戦略を含めた計画の検討が必要であり、港湾の計画や施
設整備、施設管理に関する知識はもとより、親水機能向上や環境
保全に関する幅広い知見を有することが必要である。当該法人
は、港湾に関する資料の収集、港湾政策の総合的な調査・研究を
行い、その成果の普及を通じて港湾施設整備と管理の改善を促
進し、もって産業の振興と貿易の伸展等に寄与するための多岐に
わたる業務を実施しており、また、港湾及び港湾施設を管理してい
る地方公共団体、民間企業、港湾所在市町村が会員となっている
唯一の港湾関係公益法人で、計画策定業務にも精通している。
これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他にはなく、競争
を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8085
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

環境マネジメントシステム登録
更新(移行)審査

近畿地方整備局神戸港湾事
務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町７－３
０

平成17年11月30日 1,224,300

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、環境
マネジメントシステム登録更新(2004年版への移行)審査業務につ
いては、建設産業に精通した専門知識かつ中立的・公平的な審査
登録機関であることが必要であるが、当該法人は、港湾・空港の
建設・維持管理に係る発注及び施工に関して専門知識を有しかつ
建設産業、国・地方公共団体の工事事務所の事業に精通した中
立的・公平的な審査登録機関であり、競争を許さないことから、会
計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

8086 (独)港湾空港技術研究所
内陸活断層型地震動予測調
査

近畿地方整備局神戸港湾空
港技術調査事務所長　東島義
郎
神戸市中央区小野浜町7-30

平成17年12月1日 4,000,000

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している内陸活断層型地
震動予測調査は、技術基準改訂の動向を踏まえ、港湾における
直下型L2地震動を算定するものである。これらの業務においては
半経験的な強震動予測手法を利用するが、特に、軟弱地盤を有
する沿岸地域への半経験的な強震動予測手法の適用について十
分な知見を有する者に実施させる必要がある。当該法人は、沿岸
地域への半経験的な強震動予測手法の適用に関する研究を研究
計画にとり入れて研究を行っている唯一の研究機関であり、①～
④に示すような実績を有しており、かつ、こうした最新の成果を踏
まえた地震動予測プログラム（SGMP）を保有する唯一の研究機関
であり、著作権を有しており、これに変わるプログラムは存在しな
い。このように当該法人は、当該分野に必要な知見を有する唯一
の研究機関であり、当該法人でなければ成果として欲する地震動
予測結果を得ることが不可能である。
①野津厚（2005） : "2004年新潟県中越地震の震源モデル－経験
的グリーン関数を用いた波形インバージョン－, 地震 第2輯, 第58
巻, 第3号, pp.329-343②野津厚（2004） : "円形クラックモデルの
経験的グリーン関数法への応用", 地震 第2輯, 第56巻, 第4号,
pp.337-350③野津厚（2003） : "表層地盤の非線形挙動を考慮し
た1993年釧路沖地震の強震動シミュレーション", 地震工学論文集
Vol.27④野津厚, 盛川仁（2003） : "表層地盤の多重非線形効果を
考慮した経験的グリーン関数法", 地震 第2輯, 第55巻, pp.361-
374 　また、本業務は国の港湾整備事業の実施に直結するととも
に今後の港湾行政の方向性にも大きな影響を与えるものであるこ
とから、公正かつ中立的な立場から業務を行う必要がある。これら
の条件を満たす機関は(独)港湾空港技術研究所をおいて他には
なく、また、その設立目的も本業務の目的と一致しており、競争を
許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8087
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

舞鶴港和田地区仮設桟橋撤
去工法検討業務

近畿地方整備局舞鶴港湾事
務所長　木村　隆
舞鶴市字下福井９１０番地

平成17年12月2日 2,520,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8088
(財)国際臨海開発研究セン
ター

経済の自由化が国際物流に
与える影響分析調査

近畿地方整備局副局長　藤田
郁夫
神戸市中央区海岸通２９　神
戸地方合同庁舎

平成17年12月5日 24,675,000

国際臨海開発研究センターとの間で締結している、国際海上物流
に関する検討業務については、我が国と諸外国との海上輸送によ
る安定的な輸送ルートの確保を図るため、需要見通し、輸送にか
かる交通インフラ、制度的な課題等について検討し、今後の港湾
政策等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、関係法規等に加え、海外における港湾動向や諸外国の港湾
管理・運営及び通関制度等を十分理解し、かつ国内外を問わず港
湾に関する広範な情報収集能力、国際事情に卓越した専門知識
を必要とする。また、企業の利害に関わる内容を取り扱うため、中
立的・公平的な立場での業務遂行が求められる。
当該法人は、本業務に必要とされる海外港湾に関して、定常的に
情報収集及び分析調査を行っている国内で唯一の機関であり、海
外諸港湾に係る情報ネットワークを多数有し、効率的な情報収集
および知見を活かした高度な分析力を有している。これらの条件
を満たす者は当該法人をおいて他にはなく、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8089 (社)近畿建設協会 業務資料購入
近畿地方整備局副局長　藤田
郁夫
神戸市中央区海岸通２９　神
戸地方合同庁舎

平成17年12月6日 3,600,000

(社)近畿建設協会との間で締結している業務資料購入は、近畿地
方整備局の各事業や社会資本と地域の歴史や文化とのつながり
等を紹介する広報誌である業務資料「ふれあい近畿」を購入する
ものである。本誌の印刷・発行は当該法人が行っており、競争を
許さないため会計法第２９条の３第４項に該当するため。（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
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

8090
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

日高港船舶稼働予測検討調
査

近畿地方整備局副局長　藤田
郁夫
神戸市中央区海岸通２９　神
戸地方合同庁舎

平成17年12月21日 2,100,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、船舶
稼働予測検討調査業務については、港内海域の整備工事におけ
る作業船舶の稼働状況の予測検討を行い今後の積算業務におけ
る基礎資料とするものである。本業務を的確かつ円滑に行うため
には、港湾請負工事積算基準等の熟知に加え、港湾工事に関す
る豊富な知識を有し、その施工に関して精通していることが必要で
ある。また、発注図書の一部を構成することとなるため、中立性・
公平性な立場での業務遂行及び守秘性が求められている。当該
法人は、公益法人として中立性・公平性が確保され、かつ港湾空
港建設技術に関する調査研究及び技術支援業務、港湾空港業務
の施工・積算に関するシステムの開発・普及など、港湾空港全般
に関する高度な技術力と知識・経験を有している。よって、当該法
人が本業務を実施できる唯一の機関であり、競争を許さないこと
から、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8091
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

大阪港夢洲トンネル等4/四半
期現場技術業務

近畿地方整備局大阪港湾・空
港整備事務所長　大越康史
大阪市港区弁天1-2-1-700

平成17年12月26日 38,640,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8092 (社)日本作業船協会 赤潮処理技術検討調査
近畿地方整備局神戸港湾空
港技術調査事務所長　東島義
郎
神戸市中央区小野浜町7-30

平成17年12月27日 6,825,000

(社)日本作業船協会との間で締結している赤潮処理技術検討調
査は、海洋環境整備船に搭載可能な赤潮処理装置についての技
術的な検討を行うものである。本業務の実施に当たっては赤潮処
理技術に関する知識を有すると共に、同船に関する総合的な技術
知見が必要である。よって、赤潮の効率的な除去を行うための実
施検討を行うためには、同船の技術研究を行っている当該法人の
知見・技術力に依る以外に履行できず、当該法人が本業務を実施
できる唯一の者であり、競争を許さないことから会計法第２９条の
３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8093 (社)近畿建設協会 業務資料購入
近畿地方整備局副局長　藤田
郁夫
神戸市中央区海岸通２９　神
戸地方合同庁舎

平成18年1月10日 3,600,000

(社)近畿建設協会との間で締結している業務資料購入は、近畿地
方整備局の各事業や社会資本と地域の歴史や文化とのつながり
等を紹介する広報誌である業務資料「ふれあい近畿」を購入する
ものである。本誌の印刷・発行は当該法人が行っており、競争を
許さないため会計法第２９条の３第４項に該当するため。（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
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

8094
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

神戸港岸壁耐震化技術検討
調査

近畿地方整備局神戸港湾事
務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町７－３
０

平成18年1月24日 11,550,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8095 (社)近畿建設協会 業務資料購入
近畿地方整備局副局長　藤田
郁夫
神戸市中央区海岸通２９　神
戸地方合同庁舎

平成18年2月3日 3,600,000

(社)近畿建設協会との間で締結している業務資料購入は、近畿地
方整備局の各事業や社会資本と地域の歴史や文化とのつながり
等を紹介する広報誌である業務資料「ふれあい近畿」を購入する
ものである。本誌の印刷・発行は当該法人が行っており、競争を
許さないため会計法第２９条の３第４項に該当するため。（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
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8096 (社)日本作業船協会
船舶（海面清掃兼油回収船）
建造現場技術業務

近畿地方整備局神戸港湾空
港技術調査事務所長　東島義
郎
神戸市中央区小野浜町7-30

平成18年2月8日 5,565,000

(社)日本作業船協会との間で締結している船舶（海面清掃兼油回
収船）建造現場技術業務は海面清掃兼油回収船の建造に当たり
監督・検査の補助業務として現場技術業務を行うものであり、船舶
建造の適正かつ円滑な履行に資するものである。本業務の実施
に当たっては同船の設計能力を有し構造・機能・技術開発等に関
する総合的技術知見が必要となり、また、同船建造に係る承諾図
書等の照査・検討を行うためには、公平・中立的な立場での対応
が必要であることから、同船の技術研究を行っている当該法人の
知見・技術力に依る以外に履行できず、当該法人が本業務を公
平・中立的立場で実施できる唯一の者であり、競争を許さないこと
から、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8097
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

神戸港港湾構造物の健全度
点検及び評価調査

近畿地方整備局神戸港湾事
務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町７－３
０

平成18年2月10日 20,790,000

本調査は、一次点検により目視点検を行った港湾施設のうち、目
視困難な箇所の劣化を詳細に把握し、施設の老朽化を総合的に
評価するものであり発注者の補助的業務である。実施にあたって
は、公平・中立な立場から施設の現状を正確に把握し、適切に評
価を行うことが重要であり、港湾構造物の現場条件、施工条件を
熟知し、かつ維持管理にも精通していることが必要である。当該法
人は、港湾構造物等の施工、維持管理に係る高度な技術力及び
知識を有しており、本調査を公平・中立な立場で的確、効率的に
実施しうる唯一の者であることから会計法第２９条の３第４項の契
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。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8098
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

大阪国際空港における多様な
契約方式導入検討調査

近畿地方整備局大阪港湾・空
港整備事務所長　大越康史
大阪市港区弁天1-2-1-700

平成18年2月14日 4,735,500

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、技術
提案審査等補助業務については、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のかかった公務員（国土交
通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門
的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益
法人に履行させる必要があり、競争を許さないことから、会計法第
２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8099 (財)沿岸技術研究センター
沿岸気象海象情報予測解析
等業務　１式

中国地方整備局副局長　藤田
武彦
国土交通省中国地方整備局
広島市中区東白島町14-15

平成17年4月1日 10,384,500

沿岸技術研究センターとの間で締結している沿岸気象海象情報
予測解析業務については、港湾・空港及び海岸における施設の
調査・計画・設計・管理・保全及び利用並びに工事等の実施の際
に必要不可欠な気象海象情報及び台風等非常時の港湾・海岸に
おける管理情報を充実させ、災害防止対策の確立を図るため、精
度の高い波浪予測データを取得するものである。そのため、本業
務の目的を確実に実施するためには、過去からの大量な波浪観
測データの蓄積とリアルタイムの波浪観測データの取得が必要不
可欠である。沿岸気象海象情報配信システム（COMEINS）は、国
土交通省港湾局の全国港湾海洋波浪情報網（ＮＯＷＰＨＡＳ）の波
浪観測データと、気象庁の予報及び観測情報をもとに独自の解析
を行い、波浪観測情報をリアルタイムで配信するシステムである。
このシステムは、昭和５６年の運輸技術審議会１１号答申「１９８０
年代における海洋調査の推進」において、「沿岸波浪観測網等か
ら得られる膨大な量の沿岸波浪データの蓄積を行い、工学的、統
計的利用のための解析及び提供を行う沿岸波浪センター（仮称）
を整備する。」とされたのを受けて、当該法人内に設立された波浪
情報部が開発したものであり、日本沿岸域の予測値を検証、補正
して精度の高い波浪予測、波浪実況を提供するとともに、台風接
近時の港湾の高浪予測や潮位予測をリアルタイムで行うシステム
を構築しているのは、COMEINSのみである。また、過去においても
その予測精度が高く評価できるものであることから、本業務を達成
する唯一のシステムであり、著作権を有しており、競争を許さない
ことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（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
（１９年度以降一般競
争入札に移行）

8100
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

工事帳票管理システム運用支
援業務 １式

中国地方整備局副局長　藤田
武彦
国土交通省中国地方整備局
広島市中区東白島町14-15

平成17年4月1日 9,450,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、工事
帳票管理システム運用支援業務については、管内において港湾Ｃ
ＡＬＳを運用するために必要となる、「工事帳票管理システム」の導
入・設定及び運用支援等（操作支援、説明会等）を実施するもので
ある。本業務を的確に遂行するためには、「工事帳票管理システ
ム」を熟知していることが必須要件であるとともに、工事帳票管理
システムを利用する多数の工事請負者（第三者）に対し中立性・
公平性を持って迅速に対処する必要がある。当該法人は、発注及
び施工に係るシステムに関する調査研究及びその開発と普及、並
びに、発注及び施工に係る技術に関する研修会・講習会等の開
催、刊行物の発行等を事業としており、特に本業務の施工に当
たって必要となる、施工に係るシステムに関する開発、及び、施工
に係る技術に関する研修会の開催に関し、高度な技術力と情報
量を有している。さらには、「工事帳票管理システム」を構築すると
ともに当該システムの著作権を有し、各整備局での「工事帳票管
理システム」の導入・設定及び運用支援に携わっており、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

8101
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

広島空港電波高度計用地等
整備事業現場技術業務

中国地方整備局広島港湾・空
港整備事務所長　岩見　吉輝
国土交通省中国地方整備局
広島港湾・空港整備事務所
広島市南区宇品海岸3-10-28

平成17年4月1日 47,460,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入
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8102 西日本高速道路(株) ETCコーポレートカード通行料
中国地方整備局副局長　藤田
武彦
国土交通省中国地方整備局
広島市中区東白島町14-15

平成17年4月1日 2,215,000

西日本高速道路(株)との間で締結しているＥＴＣコーポレートカード
使用料については、西日本高速道路（株）が管理する高速道路を
利用した際の通行料の支払いであり、競争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項に該当するため。（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)

8103
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

岩国港現場技術業務

中国地方整備局宇部港湾事
務所長　淺井　正
国土交通省中国地方整備局
宇部港湾事務所
宇部市大字沖宇部字沖の山
5254-16

平成17年4月13日 13,545,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8104 (社)日本潜水協会
鳥取港千代地区水中部施工
状況調査

中国地方整備局境港湾・空港
整備事務所長　松岡　純作
国土交通省中国地方整備局
境港湾・空港整備事務所
境港市昭和町９

平成17年5月9日 1,333,500

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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8105 (独)港湾空港技術研究所
岩国港道路地震動検討業務
（委託業務）

中国地方整備局広島港湾空
港技術調査事務所長　松本
英雄
国土交通省中国地方整備局
広島港湾空港技術調査事務
所
広島市中区三川町2-10

平成17年5月11日 14,260,000

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している岩国港道路地震
動検討業務は、岩国港道路設計のため、建設予定地周辺の固有
の地震特性を把握することを目的とし、対象地域の活断層に関す
る情報収集、比較的短期間でのサイト特性の把握等を行うもので
ある。港湾空港技術研究所は、沿岸地域への半経験的な強震動
予測手法の適用に関する研究を研究計画にとり入れて研究を
行っている唯一の研究機関であるとともに、①～④の実績に示す
ように当該分野に必要な知見を有する唯一の研究機関であり、か
つ、こうした最新の成果を踏まえた地震動予測プログラム（SGMP）
を保有する唯一の研究機関であり、著作権を有しており、これに変
わるプログラムは存在しない。このため、当該法人でなければ成
果として欲する地震動予測結果を得ることが不可能である。
①野津厚（2005） : "2004年新潟県中越地震の震源モデル－経験
的グリーン関数を用いた波形インバージョン－, 地震 第2輯, 第58
巻, 第3号, pp.329-343
Atsushi NOZU and Hitoshi MORIKAWA (2004) : "ASSESSMENT
OF SOIL NONLINEARITY USING EMPIRICAL GREEN'S
FUNCTION METHOD", 13th World Coference on Earthquake
Engineering, No.2368,
②野津厚（2004） : "円形クラックモデルの経験的グリーン関数法
への応用", 地震 第2輯, 第56巻, 第4号, pp.337-350
③野津厚（2003） : "表層地盤の非線形挙動を考慮した1993年釧
路沖地震の強震動シミュレーション", 地震工学論文集Vol.27（CD-
ROM）
④野津厚, 盛川仁（2003） : "表層地盤の多重非線形効果を考慮し
た経験的グリーン関数法", 地震 第2輯, 第55巻, pp.361-374 　ま
た、業務の実施に当たっては公正・中立な立場で実施する必要が
ある。(独)港湾空港技術研究所はこのような条件を満たす可能な
唯一の研究機関であることから、競争を許さないことから会計法第
２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

8106
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

瀬戸内海環境修復計画情報
提供業務　１式

中国地方整備局副局長　藤田
武彦
国土交通省中国地方整備局
広島市中区東白島町14-15

平成17年5月16日 6,399,750

本業務は瀬戸内海の環境を考えている行政・一般市民に対し、瀬
戸内海の環境修復の必要性などの理解を深めることを目標とし、
中国地方整備局等で策定した「瀬戸内海環境修復計画」を情報提
供するとともに、計画の内容を実行に移すための一方策としてシ
ンポジウムを企画・運営し、その結果をまとめ、広く公衆に情報発
信するためのホームページ用のデータを作成するものである。
　本業務の遂行にあたっては、「瀬戸内海環境修復計画」の中で
提唱している「浅場（藻場・干潟等）の修復」を推進していく上で必
要となる住民への合意形成を含めた参加・協働の足がかりとして
このシンポジウムが重要な位置を占めること、また、瀬戸内海が
紀伊水道から響灘まで広範囲にわたっているため、湾・灘によって
流況や水質などの環境条件が大きく異なるという環境特性や最新
の環境修復技術等を熟知している必要があることから、シンポジ
ウムのプログラム作りや講演者等の選定といった企画・運営を行
う上で、公平・中立的な見地で検討を行なう必要があるとともに、
瀬戸内海の環境といった特殊なものを含め「港湾・海域環境に関
する技術」について高度な知見及び専門知識を有していなければ
ならない。
　（財）港湾空間高度化環境研究センターにおける設立目的、実施
事業、制度の理解度や同様の業務実績等から本業務目的を果た
せる唯一の者であることから会計法第２９条の３第４項の契約の
性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）
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8107
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

福山港本航路地区航路（－１
６ｍ）施工方法検討調査

中国地方整備局広島港湾・空
港整備事務所長　岩見　吉輝
国土交通省中国地方整備局
広島港湾・空港整備事務所
広島市南区宇品海岸3-10-28

平成17年5月18日 18,900,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8108 (社)海洋調査協会
海象観測データ信頼性維持検
討調査

中国地方整備局広島港湾空
港技術調査事務所長　松本
英雄
国土交通省中国地方整備局
広島港湾空港技術調査事務
所
広島市中区三川町2-10

平成17年5月23日 11,970,000

(社)海洋調査協会との間で締結している海象観測デ－タ信頼性維
持検討調査は管内に設置されている海象観測装置のデータ品質
を維持するために、海象観測装置の調査を実施し、海象観測装置
の総合所見と次年度の検討を行うものである。本業務を実施する
にあたっては、各観測地点の特性、設置状況及び観測目的等を
熟知し、信頼性の高いデータを確保するため観測データの適切な
評価が行えるとともに、海象観測装置の構造及び海象観測システ
ムの機能等についても熟知している必要がある。同法人は当該海
象観測装置の研究開発を行い、海洋調査のための技術マニュア
ルや安全管理指針等の作成も手がけていることから、信頼性の高
い観測データを常に公平かつ公正に提供するための技術維持と、
観測データの精度を確保するための海象観測装置の調整点検技
術を有している唯一の者であり、競争を許さないことから会計法第
２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8109 (社)日本潜水協会
浜田港福井地区水中部施工
状況調査

中国地方整備局境港湾・空港
整備事務所長　松岡　純作
国土交通省中国地方整備局
境港湾・空港整備事務所
境港市昭和町９

平成17年5月25日 1,575,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

8110
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

呉港阿賀地区道路（１号線）施
工計画検討調査

中国地方整備局広島港湾・空
港整備事務所長　岩見　吉輝
国土交通省中国地方整備局
広島港湾・空港整備事務所
広島市南区宇品海岸3-10-28

平成17年5月31日 35,595,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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8111 (財)沿岸技術研究センター
呉港阿賀地区臨港道路景観
検討調査

中国地方整備局広島港湾空
港技術調査事務所長　松本
英雄
国土交通省中国地方整備局
広島港湾空港技術調査事務
所
広島市中区三川町2-10

平成17年6月1日 10,274,250

国土交通省は、平成15年7月に「美しい国づくり政策大綱」を策定
し、事業における景観形成の原則化を打ち出すとともに、平成16
年６月に事業者が地方公共団体、住民等や学識経験者等の多様
な意見を聴取しつつ、事業実施により形成される景観について、
「景観整備方針」を作成し、これに基づき客観的、論理的な価値判
断を行い、その内容を事業計画に反映させることを目的に「国土
交通省所管公共事業における景観評価の基本方針（案）」を取り
まとめた。
　本業務はこれらの趣旨を踏まえつつ、「呉港マリノ大橋（仮称）」
をはじめとする呉港阿賀地区臨港道路について、公平な議論を行
うため学識経験者や地元関係者からなる検討委員会を開催し、景
観面から必要となる配慮事項を抽出し、具体的な事業の実施に反
映させることを目的に行うものである。
　本業務を遂行する上では「景観形成」という業務の性質上公平
かつ中立な評価能力が必要となる。加えて検討対象となる臨港道
路が沿岸域という構造物に対してきわめて厳しい腐食環境に橋
梁、桟橋式構造、護岸など多種多様な構造物から形成されること
に留意し、検討を行う必要がある。
　財団法人沿岸技術研究センターにおける設立目的、実施事業、
装置の理解度や同様の業務実績等から本業務目的を果たせる唯
一の者であることから会計法第２９条の３第４項の契約の性質又
は目的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

8112 (社)日本作業船協会
環境整備船の高度化技術検
討調査

中国地方整備局広島港湾空
港技術調査事務所長　松本
英雄
国土交通省中国地方整備局
広島港湾空港技術調査事務
所
広島市中区三川町2-10

平成17年6月9日 29,085,000

　(社)日本作業船協会との間で締結している環境整備船の高度化
技術検討調査は、環境整備船における危険作業の解消、浮遊ゴ
ミ回収及び陸揚げ作業の効率化・簡素化を目指し、作業船・関連
機械の開発、改造等を実施し、海面清掃船の高度化に取り組むも
のである。現在、瀬戸内海における海面清掃作業は、養殖業が盛
んな瀬戸内海における作業のため、いかだの破片等が混在し、浮
遊ごみの回収及び陸揚げ作業は、手作業等があり非常に危険な
中実施している。一方、昨今の環境に対するニーズは高くなってお
り作業の効率的・効果的な実施に向けて取り組んでいく必要も生
じている。
　本業務は、このような背景の中、海面作業船である「おんど２００
０」の危険作業の解消、浮遊ゴミ回収及び陸揚げ作業の効率化・
簡素化を目指し、全国の直轄環境整備船に広く適用可能な技術
の開発を行うことを目的に作業船・関連機械の開発、改造等を実
施し特殊な条件下での海面清掃船の高度化に取り組むものであ
り、作業船の基準、設計、構造及び関係法令や作業船に関連する
機械設備等についての豊富な知識及び技術が必要であるととも
に公平・中立的な見地で検討を行なう必要がある。
　社団法人日本作業船協会における設立目的、実施事業、同様
の業務実績等から本業務目的を果たせる唯一の者であり、競争を
許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8113
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

新たな入札・契約制度に係る
検討調査

中国地方整備局境港湾・空港
整備事務所長　松岡　純作
国土交通省中国地方整備局
境港湾・空港整備事務所
境港市昭和町９

平成17年6月15日 7,969,500

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、技術
提案審査等補助業務については、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のかかった公務員（国土交
通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門
的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益
法人に履行させる必要があり、競争を許さないことから、会計法第
２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8114
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

徳山下松港造成干潟評価検
討調査

中国地方整備局宇部港湾事
務所長　淺井　正
国土交通省中国地方整備局
宇部港湾事務所
宇部市大字沖宇部字沖の山
5254-16

平成17年6月29日 8,925,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8115
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

管内港湾構造物の健全度点
検及び診断業務

中国地方整備局広島港湾空
港技術調査事務所長　松本
英雄
国土交通省中国地方整備局
広島港湾空港技術調査事務
所
広島市中区三川町2-10

平成17年7月8日 15,330,000

　本業務は、既存の港湾構造物の劣化状況等を詳細に点検・診
断し、港湾構造物全体としての健全度を総合評価するものであ
る。
　本業務遂行のためには、公平・中立な立場から施設の現状を把
握し、適切に評価を行うことが必要であり、港湾構造物の現場条
件や施工技術を熟知し、港湾構造物の維持管理にも精通している
ことが必要不可欠となる。
　（財）港湾空港建設技術サービスセンターにおける設立目的、実
施事業、同様の業務実績等から本業務目的を果たせる唯一の者
であることから会計法第２９条の３第４項の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。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

8116
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

新たな入札・契約制度に係る
検討調査

中国地方整備局広島港湾・空
港整備事務所長　岩見　吉輝
国土交通省中国地方整備局
広島港湾・空港整備事務所
広島市南区宇品海岸3-10-28

平成17年7月12日 6,184,500

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、技術
提案審査等補助業務については、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のかかった公務員（国土交
通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門
的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益
法人に履行させる必要があり、競争を許さないことから、会計法第
２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地
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8117
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

山口県瀬戸内海域住民型環
境再生事業手法検討調査

中国地方整備局宇部港湾事
務所長　淺井　正
国土交通省中国地方整備局
宇部港湾事務所
宇部市大字沖宇部字沖の山
5254-16

平成17年7月14日 4,494,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8118 (社)海洋調査協会
瀬戸内海における海象観測技
術検討調査

中国地方整備局広島港湾空
港技術調査事務所長　松本
英雄
国土交通省中国地方整備局
広島港湾空港技術調査事務
所
広島市中区三川町2-10

平成17年7月14日 12,810,000

(社)海洋調査協会との間で締結している瀬戸内海における海象観
測技術検討調査は、これまで推算値を検証するための波浪データ
がほとんど計測されていない瀬戸内海において、台風期を含めた
波浪、風向・風速データを取得・解析するものである。
　本調査においては、公平・中立な立場から業務を遂行し、調査海
域における海底状況や漁業実態（底曳き漁業）による観測装置へ
の影響防止等の観点から、当該協会外２者が共同開発した沿岸
波浪計を使用する必要があり、当該海象計の特許を有し、その機
能を熟知し、信頼性の高いデータの確保と適切な評価が行えると
共に、海洋調査業務の発展に関する調査及び研究を行い、海洋
調査のための技術マニュアルや安全管理指針等の作成も手がけ
ている当該協会が、海象計を用いた計測、事前検討、取得データ
の評価まで実施できる唯一の法人であり、競争を許さないことから
会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8119
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

瀬戸内海海域環境技術検討
調査

中国地方整備局広島港湾空
港技術調査事務所長　松本
英雄
国土交通省中国地方整備局
広島港湾空港技術調査事務
所
広島市中区三川町2-10

平成17年7月15日 26,250,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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8120 (独)港湾空港技術研究所
宇部港航路埋没予測に関する
検討調査　（委託業務）

中国地方整備局広島港湾空
港技術調査事務所長　松本
英雄
国土交通省中国地方整備局
広島港湾空港技術調査事務
所
広島市中区三川町2-10

平成17年7月19日 6,800,000

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している宇部港航路埋没
予測に関する検討調査は、航路埋没が懸念される宇部港を対象
として、適切な埋没対策や浚渫計画の検討に必要となる周辺海域
での土砂の移動量を予測する数値モデルの開発を行うものであ
る。当該法人は、港湾整備に関する調査・研究開発等を行い、港
湾空港の効率的かつ円滑な整備に資すると共に、港湾空港整備
に関する技術の向上を図ることを目的に設立された独立行政法人
である。理学・工学的研究分野における高水準の研究遂行能力
及び数多くの研究実績を有している。また、航路埋没に関する研
究調査に関し、新たな埋没予測数値シミュレーションモデルの開
発と計算結果の評価に向けた検討を行うための底質堆積特性や
シルテーション特性に関する現地データの蓄積とこれを解析する
プログラムを所有し、かつ高度な解析能力を有する唯一の機関で
ある。また、業務の実施に当たっては当が憂い法人が開発し所有
している埋没予測シミュレーションプログラムを活用する必要があ
るが、これを所有しているのは当該法人のみで著作権を有してお
り、これに代わるものは存在しない。本調査業務においても，既存
の埋没予測モデルをベースに，宇部港周辺での海象条件および
底質移動条件に関する現地データ解析を通じて，宇部港での埋没
メカニズムに適したモデルの改良を行い同港の埋没予測システム
を新たに開発するが、既存の埋没モデルは当該法人のみが所有
するものであるので、こうした検討が可能であるのも当該法人の
みである．しかも本業務は、港湾整備事業の計画策定に直接関連
する業務であり、公正かつ中立的な立場からの委託研究を行う必
要があることから、当該法人が本業を遂行できる唯一の研究機関
であり、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当
するため。（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)

8121
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

港湾の既存ストック活用による
地域活性化検討調査　１式

中国地方整備局副局長　藤田
武彦
国土交通省中国地方整備局
広島市中区東白島町14-15

平成17年7月27日 8,641,500

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結されている、地域
活性化検討業務については、港湾施設を利用した地域活性化を
テーマとして、港湾やその周辺における諸施設の活用方策につい
て、地域住民団体等が主催して実施する取り組みの助言や検証
を経て、具体策を検討し提案するものである。当該法人は、ＮＰＯ
助成活動を通じ、各地域活動団体の活動内容を熟知している。ま
た、本業務の実施に当たっては、教育関係者やＮＰＯ法人等さま
ざまな主体と連携をとりながら、長期にわたる環境学習への問い
合わせに的確な指導ができる体制作りが求められることから、中
立的・公平的な立場から業務を行う必要がある。これらの条件を
満たす機関は当該法人をおいて他になく、競争をゆるさないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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8122 (独)港湾空港技術研究所
瀬戸内海における高潮・高波
に対する防災検討調査　（委
託業務）

中国地方整備局広島港湾空
港技術調査事務所長　松本
英雄
国土交通省中国地方整備局
広島港湾空港技術調査事務
所
広島市中区三川町2-10

平成17年8月30日 16,000,000

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している瀬戸内海における
高潮・高波に対する防災検討調査は、台風襲来時の高潮・高波の
推算精度向上を目指し、台風時における風場の推算精度向上を
行うと共に、高潮・高波発生時における超波・越流量及び作用（波
圧等）の推算モデルの高度化を行うものである。本業務は国の港
湾整備事業の実施に直結するとともに今後の港湾行政の方向性
にも大きな影響を与えるものであることから、公正かつ中立的な立
場から業務を行う必要がある。当該法人は港湾整備に関する調
査・研究開発等を行い、港湾空港の効率的かつ円滑な整備に資
すると共に、港湾空港整備に関する技術の向上を図ることを目的
に設立された独立行政法人であり、公正・中立的な業務の実施が
担保されている。また、理学・工学的研究分野における高水準の
研究遂行能力及び数多くの研究実績を有している。さらに当該法
人は。数年来実用的な数値造波システムの研究に従事し、我が
国では、唯一実用的な３次元数値波動計算システム（CADMAS-
SURF/３D）を保有する唯一の者であり、著作権を有している。本
研究では、瀬戸内での検討が可能となるように現地の状況等を勘
案して、上記システムの必要な改良や精度向上を図るものであ
り、これを行わないと本業務は遂行できず、かつ、これに代わるプ
ログラムは他に存在しない。本業務においては、高潮・高波に関
する数値計算の実績、数値計算手法のノウハウと知見のみなら
ず、現場での経験を活かした実用性の期待できる研究成果が必
要となるが、災害発生時において技術的な支援業務の実績も有し
ている。上記のように当該法人は、本業務の実施可能な唯一の機
関であり、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（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)

8123
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

複合港湾業務施設立地可能
性検討調査　１式

中国地方整備局副局長　藤田
武彦
国土交通省中国地方整備局
広島市中区東白島町14-15

平成17年9月27日 3,150,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾利
用促進調査については、港湾空間における陸・海・空の交通体系
を活用した効率的な物流体系の構築について検討を行うものであ
る。本調査の実施にあたっては、全国の港の現況、本船から荷主
までの各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨物の流
動情報など豊富な知識と幅広い知見を有する必要がある。また、
荷主への企業ヒアリングなど、港湾関係者の利害に関わる個人情
報を取り扱うことから、公平かつ公益的立場にあり、十分な機密保
持能力を保持した機関である必要がある。当該法人は、公益法人
として公平・中立的立場での調査が可能であり、また、同者は「コ
ンテナ流動化調査」等の同種の調査をこれまで多数実施してお
り、本調査の実施に必要となる全国の港湾の現況、本船から荷主
までをつなぐ各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨
物流動情報等の豊富な知識と幅広い知見を有する唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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8124
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

管内環境学習支援方策検討
調査

中国地方整備局宇部港湾事
務所長　淺井　正
国土交通省中国地方整備局
宇部港湾事務所
宇部市大字沖宇部字沖の山
5254-16

平成17年9月30日 8,400,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8125
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

沿岸域環境情報活用方策検
討調査

中国地方整備局広島港湾空
港技術調査事務所長　松本
英雄
国土交通省中国地方整備局
広島港湾空港技術調査事務
所
広島市中区三川町2-10

平成17年9月30日 19,950,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8126 (社)日本港湾協会
水島港臨港道路計画検討調
査　１式

中国地方整備局副局長　藤田
武彦
国土交通省中国地方整備局
広島市中区東白島町14-15

平成17年10月17日 11,970,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾長期構想に関する検
討業務については、港湾整備の推進を図るにあたり、利便性の高
い、また魅力ある港湾整備を実施するための整備方針及び将来
像を検討するものである。本業務の実施にあたっては、学識経験
者及び港湾利用者、また市民との積極的な情報交換を実施し、長
期的な戦略を含めた計画の検討が必要であり、港湾の計画や施
設整備、施設管理に関する知識はもとより、親水機能向上や環境
保全に関する幅広い知見を有することが必要である。当該法人
は、港湾に関する資料の収集、港湾政策の総合的な調査・研究を
行い、その成果の普及を通じて港湾施設整備と管理の改善を促
進し、もって産業の振興と貿易の伸展等に寄与するための多岐に
わたる業務を実施しており、また、港湾及び港湾施設を管理してい
る地方公共団体、民間企業、港湾所在市町村が会員となっている
唯一の港湾関係公益法人で、計画策定業務にも精通している。
これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他にはなく、競争
を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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8127 (財)沿岸技術研究センター 岩国港道路技術検討調査

中国地方整備局広島港湾空
港技術調査事務所長　松本
英雄
国土交通省中国地方整備局
広島港湾空港技術調査事務
所
広島市中区三川町2-10

平成17年10月20日 32,072,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8128
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

港湾を中心とした地域の景観
整備計画検討調査　１式

中国地方整備局副局長　藤田
武彦
国土交通省中国地方整備局
広島市中区東白島町14-15

平成17年10月28日 4,000,500

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8129
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

工事特性に応じた多様な入
札・契約方式検討調査
１式

中国地方整備局宇野港湾事
務所長　池田　正夫
国土交通省中国地方整備局
宇野港湾事務所
玉野市築港1-1-3

平成17年10月28日 7,350,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、技術
提案審査等補助業務については、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のかかった公務員（国土交
通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門
的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益
法人に履行させる必要があり、競争を許さないことから、会計法第
２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8130 (独)港湾空港技術研究所
埋立地における流動化現象の
基礎検討

中国地方整備局広島港湾空
港技術調査事務所長　松本
英雄
国土交通省中国地方整備局
広島港湾空港技術調査事務
所
広島市中区三川町2-10

平成17年11月4日 26,980,000

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している埋立地における流
動化現象の基礎検討は、岩国港道路設計に係る技術検討課題で
ある埋立地の液状化により発生する地盤の流動化が橋梁に与え
る影響を把握すると共に、岩国港道路において合理的な耐震設計
を行うことを念頭においた基礎的な検討を行うものである。本業務
は、(独)港湾空港技術研究所が著作権を有する地震応答計算プ
ログラムFLIPを使用して実施しないと成果が得られないものであ
る。これに加え当該法人は同プログラムの開発元であり、著作権
を有しており、その内容および機能について高度な知見を有して
いる。同プログラムは地盤の応力～ひずみ関係を精度良く表現で
きるマルチスプリングモデルを実装した特殊な解析プログラムであ
り、この解析プログラムの高度な機能を使用して本業務を実施す
る。当該業務を港湾空港技術研究所以外の実施可能な者は存在
しない。さらに当該法人は、港湾整備に関する調査・研究開発等
を行い、港湾空港の効率的かつ円滑な整備に資すると共に、港湾
空港整備に関する技術の向上を図ることを目的に設立された独立
行政法人である。また、港湾を含む沿岸域における地震動特性の
解析分野について、数多くの研究実績がある。また本業務は、国
の港湾整備事業実施に係わる業務であり、公正かつ中立的な立
場から委託研究業務を行う必要があることから、当該法人が本業
務を遂行できる唯一の研究機関であり、競争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

8131
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

徳山下松港施工検討調査

中国地方整備局宇部港湾事
務所長　淺井　正
国土交通省中国地方整備局
宇部港湾事務所
宇部市大字沖宇部字沖の山
5254-16

平成17年11月7日 7,350,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8132 (財)沿岸技術研究センター
広島港海岸保全施設検討業
務

中国地方整備局広島港湾・空
港整備事務所長　岩見　吉輝
国土交通省中国地方整備局
広島港湾・空港整備事務所
広島市南区宇品海岸3-10-28

平成17年11月8日 20,895,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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8133
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

広島空港電波高度計用地技
術検討調査

中国地方整備局広島港湾・空
港整備事務所長　岩見　吉輝
国土交通省中国地方整備局
広島港湾・空港整備事務所
広島市南区宇品海岸3-10-28

平成17年11月22日 4,935,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、発注
者支援業務は、当該工事に関する発注関係各種技術資料の作成
を行うものである。本業務の目的を達成するためには、港湾・空港
工事の施工事例や技術資料及び海上施工技術などの知識が求
められる。また、本業務の成果は、発注図書の一部に使用するこ
とから、特定の利害関係者の影響を受けない中立的・公平的な立
場が必要とされる。当該法人は港湾・海岸・空港建設事業の施工
に関わる技術及びシステムに関する調査研究の推進を目的に設
立された公益法人であり、建設事業の施工事例や技術資料を豊
富に蓄積していることに加え、当該事業の実施に係る豊富な経験
を持つ有識者を多数有している。以上により、当該法人が中立的・
公平的な立場で業務が遂行出来る唯一の機関であり、競争を許さ
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

8134
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

新たな入札・契約制度に係る
検討調査（その２）

中国地方整備局広島港湾・空
港整備事務所長　岩見　吉輝
国土交通省中国地方整備局
広島港湾・空港整備事務所
広島市南区宇品海岸3-10-28

平成17年11月25日 6,405,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、技術
提案審査等補助業務については、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のかかった公務員（国土交
通省職員）で対応すべき業務である。この業務については、専門
的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省
の監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益
法人に履行させる必要があり、競争を許さないことから、会計法第
２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8135 (財)沿岸技術研究センター
管内地震津波対策検討調査
１式

中国地方整備局副局長　藤田
武彦
国土交通省中国地方整備局
広島市中区東白島町14-15

平成17年11月30日 31,395,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している、津波対策工技術検
討業務については、想定津波の数値シミュレーションを行い、港湾
空港等における津波対策工の防護効果を検証し、津波対策施設
整備の基礎資料としてとりまとめるものである。本業務を実施する
ためには、中央防災会議等でまとめられる地震活動の長期評価
に知見があることに加え、津波の影響範囲及び対策工の効果をよ
り適切に把握する観点から、一般的に普及している二次元数値シ
ミュレーションではなく、今後はより精度の高い三次元数値シミュ
レーションを活用し、その演算結果について工学的な見地から対
策工効果の可否を判断する高度な専門知識を必要とする。当該
法人は、同法人内に「沿岸防災技術研究所」を有し、沿岸域の開
発、利用、保全及び防災に係る港湾技術に関する豊富な調査研
究実績を誇っており、三次元数値シミュレーション改良に関する共
同研究を実施中であり、沿岸域における防災に関する研究に対
し、より迅速に、より体系的に取り組むことができる唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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8136 (財)沿岸技術研究センター 境港港内静穏度検討調査

中国地方整備局境港湾・空港
整備事務所長　松岡　純作
国土交通省中国地方整備局
境港湾・空港整備事務所
境港市昭和町９

平成17年12月7日 4,305,000

本業務は、境港外港地区において長周期波による船舶等への影
響をヒアリング調査により把握するとともに、別件にて実施される
境港港内静穏度解析等業務により導き出された結果を基に、検討
会へ提案する資料を作成するとともに検討会を運営し、懸案であ
る境港港内静穏度悪化の原因究明と対策について、検討取りまと
めを実施するものである。
　本業務の遂行にあたっては、沿岸域の開発・利用・保全分野に
関して熟知しており、かつ港湾における静穏度に関する高度な知
見、専門知識を有しているとともに、港内の様々な利用者を考慮し
公正・中立的な見知で、検討を行なう必要がある。
　更に有識者も含めた検討会を開催して、より適切な対策検討が
必要である。
　財団法人沿岸技術研究センターにおける設立目的、実施事業、
同様の業務実績等から本業務目的を果たせる唯一の者であるこ
とから、会計法第２９条の３第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

8137 (社)瀬戸内海海上安全協会
瀬戸内海港湾における船舶の
航行安全性に関する検討調査
１式

中国地方整備局副局長　藤田
武彦
国土交通省中国地方整備局
広島市中区東白島町14-15

平成18年1月10日 20,044,500

　(社)瀬戸内海海上安全協会との間で締結している瀬戸内海港湾
における船舶の航行安全性に関する検討調査については、瀬戸
内海という狭い海域において、多くの船舶の輻輳等が発生してお
り、航行安全性確保の観点から航行規制等が実施されているとこ
ろであるが、これらの規制は安全確保に重要な役割を果たしてい
るものの、利用者からは規制緩和の要請もあり、安全性確保と効
率性の両立が他地域に比べ重要な課題となっている。
　本業務は、航行安全性の観点から厳しい航行規制が行われて
いる港をモデル港として、利用面と船舶の航行安全性を踏まえた
航路整備の方針について、有識者等による委員会を設置・開催
し、検討を行うものである。
　本業務は、航行安全性についての幅広い知識を有するととも
に、瀬戸内海における航路・船舶航行について十分熟知している
ことが不可欠であり、公正な見地から各種検討・提案を行う必要
がある。
　社団法人 瀬戸内海海上安全協会における設立目的、実施事
業、制度の理解度や同様の業務実績等から本業務目的を果たせ
る唯一の者であり、競争を許さないことから会計法第２９条の３第
４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8138 (財)運輸政策研究機構
美保飛行場整備効果検討調
査

中国地方整備局境港湾・空港
整備事務所長　松岡　純作
国土交通省中国地方整備局
境港湾・空港整備事務所
境港市昭和町９

平成18年1月11日 4,200,000

  (財)運輸政策研究機構との間で締結している美保飛行場整備効
果検討調査は、美保飛行場拡張整備事業の整備効果について近
年の社会経済情勢等の変化を踏まえ、費用対効果について分析
するものである。
  検討にあたっては、空港における適切な利用者・供給者便益の
推計等、費用対効果の分析に必要な高度な専門知識や見識を有
し、これらを的確に分析・評価できる高度な能力を有していなけれ
ばならない。
　また、検討を行う上での前提条件の整理においても、近年の航
空関連情報や社会経済情勢など考慮すべき事項は多伎にわたる
ものであり、これら様々な要因の変化等を的確に検討・整理し、適
切に反映できる高度な情報収集能力及び分析能力を有すること、
さらに、今後、美保飛行場の整備効果が周辺施設に与える影響を
公正かつ中立的な立場から分析する必要がある。
  財団法人　運輸政策研究機構における設立目的、実施事業、同
様の業務実績等から本業務目的を果たせる唯一の者であり、競
争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8139 (社)瀬戸内海海上安全協会
呉港阿賀地区道路（１号線）工
事に伴う船舶航行安全対策調
査

中国地方整備局広島港湾・空
港整備事務所長　岩見　吉輝
国土交通省中国地方整備局
広島港湾・空港整備事務所
広島市南区宇品海岸3-10-28

平成18年1月13日 12,999,000

　(社)瀬戸内海海上安全協会との間で締結している呉港阿賀地区
道路（１号線）工事に伴う船舶航行安全対策調査は、呉港阿賀地
区道路(１号線）の工事実施にあたって、工事中における海難防止
を目的とした新たな安全対策について船舶関係者、海事関係者及
び関係行政機関の者によって委員会を組織し、検討を行うもので
ある。
　本調査対象地は周囲を干潟や護岸で形成された狭い環境の中
にあり、本当該道路計画には、フェリーや漁船が頻繁に行き交う
非常に狭い航路を横断する橋梁を計画している。
　工事に際しては、大型の作業船等の出入が多く、フェリー等通行
船舶の安全を確実に確保するための詳細かつ具体的な安全管理
計画を確立することが不可欠であり、非常に困難な業務である。
　本業務を遂行するにあたっては、公正な見地から各種検討・提
案を行う必要があるとともに、航行安全性についての幅広い知識
を有し、船舶航行・航路について十分熟知していることが必要不可
欠である。
（社）瀬戸内海海上安全協会における設立目的、実施事業、同様
の業務実績等から本業務目的を果たせる唯一の者であり、競争を
許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8140 (財)沿岸技術研究センター 潮位データ配信設定等業務
中国地方整備局副局長　藤田
武彦
国土交通省中国地方整備局
広島市中区東白島町14-15

平成18年1月31日 2,625,000

本業務は、直轄港湾検潮所の潮位データを潮位情報システムへ
配信するために必要なプログラム作成および回線設定等を行うも
のであるが、管内の直轄港湾の潮位データについては、(財)沿岸
技術研究センターの沿岸気象海象情報配信システム（以下、「カ
ムインズ」という）により提供されているところである。
　カムインズは、波浪等の予測情報とともに波浪・潮位観測情報を
リアルタイムでユーザーにオンラインリアルタイム情報として配信
するシステムであり、今回構築する潮位情報システムから潮位情
報を提供するためには、１年を通じて２４時間絶え間なくデータを
配信できる仕組みとデータの異常確認も含めたシステムの監視等
を行う必要があるが、このような体制を整えているのはカムインズ
のみであることから、今回の業務の目的を達成できる唯一のシス
テムであると考える。
　 (財)沿岸技術研究センターにおける設立目的、実施事業、制度
の理解度や同様の業務実績等から本業務目的を果たせる唯一の
者であることから会計法第２９条の３第４項の契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

8141 (財)沿岸技術研究センター
広島港海岸保全施設技術検
討基礎調査

中国地方整備局広島港湾空
港技術調査事務所長　松本
英雄
国土交通省中国地方整備局
広島港湾空港技術調査事務
所
広島市中区三川町2-10

平成18年2月6日 27,300,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8142 (社)瀬戸内海海上安全協会
福山港航路浚渫工事に伴う船
舶航行安全対策調査

中国地方整備局広島港湾・空
港整備事務所長　岩見　吉輝
国土交通省中国地方整備局
広島港湾・空港整備事務所
広島市南区宇品海岸3-10-28

平成18年2月13日 9,450,000

　(社)瀬戸内海海上安全協会との間で締結している福山港航路浚
渫工事に伴う船舶航行安全対策調査は、福山港本航路地区航路
(-16m)の浚渫工事実施にあたって、工事中における海難防止を
目的とした安全対策について、船舶関係者、海事関係者及び関係
行政機関の者によって委員会を組織して検討を行うものである。
  福山本航路は背後企業にとって唯一の基幹航路であり、原材料
輸入のための超大型貨物船の通行をはじめフェリーや定期コンテ
ナ船などが年間を通じて多く通行する過密航路である。
　このような通行実態の中で、航路内に広範囲に堆積した大量の
土砂を船舶の通行路を確保しつつ短期間に浚渫するためには、
通行船舶の安全性を確保できる具体的かつ詳細な安全管理計画
を確立する必要があり非常に困難な業務である。
　本業務を遂行するにあたっては、公正な見地から各種検討・提
案を行う必要があるとともに、航行船舶についての幅広い知識を
有し、船舶航行・航路について十分に熟知していることが必要不
可欠である。
　（社）瀬戸内海海上安全協会における設立目的、実施事業、同
様の業務実績等から本業務目的を果たせる唯一の者であり、競
争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8143
(財)国際臨海開発研究セン
ター

中国を巡る国際物流動向調査
１式

中国地方整備局副局長　藤田
武彦
国土交通省中国地方整備局
広島市中区東白島町14-15

平成18年2月15日 24,937,500

国際臨海開発研究センターとの間で締結している、国際海上物流
に関する検討業務については、我が国と諸外国との海上輸送によ
る安定的な輸送ルートの確保を図るため、需要見通し、輸送にか
かる交通インフラ、制度的な課題等について検討し、今後の港湾
政策等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、関係法規等に加え、海外における港湾動向や諸外国の港湾
管理・運営及び通関制度等を十分理解し、かつ国内外を問わず港
湾に関する広範な情報収集能力、国際事情に卓越した専門知識
を必要とする。また、企業の利害に関わる内容を取り扱うため、中
立的・公平的な立場での業務遂行が求められる。
当該法人は、本業務に必要とされる海外港湾に関して、定常的に
情報収集及び分析調査を行っている国内で唯一の機関であり、海
外諸港湾に係る情報ネットワークを多数有し、効率的な情報収集
および知見を活かした高度な分析力を有している。これらの条件
を満たす者は当該法人をおいて他にはなく、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8144
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

港湾施設情報システム改良業
務

中国地方整備局広島港湾空
港技術調査事務所長　松本
英雄
国土交通省中国地方整備局
広島港湾空港技術調査事務
所
広島市中区三川町2-10

平成18年2月28日 4,410,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、港湾
施設情報システム改良等業務については、国土技術政策総合研
究所と当該法人とで共同開発し、平成１３年度より運用開始してい
る当該システムの改良を行うものである。当該法人は、本システ
ムに精通していることに加え、事業実施の支援等に関する専門的
知識を有しており、かつ、当該システムの著作権を保有しており、
当該システムの改良等業務を円滑に行うことが出来る唯一の者で
あり、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 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 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8145 (財)沿岸技術研究センター
須崎港気象海象情報システム
情報取得等

四国地方整備局　高知港湾・
空港整備事務所長　高知県高
知市種崎８７４番地

平成17年4月1日 10,920,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している気象海象情報提供
業務については、港湾工事の工程管理及び安全確保並びに防災
対策を目的として、気象海象に関する各種情報を得るとともに、そ
れらの情報を一般市民向けに提供するための防災情報表示盤の
保守点検等を行うものである。本業務の実施に当たっては、提供
情報の公共性、信頼性及び即時性が求められ、かつ、気象庁の
波浪予測及び各種気象情報と（独）港湾空港技術研究所で管理し
ている波浪実況情報等も併せて使用するため、これらの情報を提
供出来る体制を有している事が必要不可欠である。また、保守点
検の対象である防災情報表示盤の構成機器及びシステム構築の
内容等を詳細に把握していることに加え、表示する情報の取得先
である沿岸気象海象情報配信システムとの送受信、制御等に関
するシステムについても把握していることが求められ、かつ中立
的・公平的な立場から業務を行う必要がある。これらの条件を満
たす者は当該法人をおいて他にはなく、システムの著作権を有し
ており、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当
するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

8146 (財)沿岸技術研究センター
沿岸気象海象情報予測解析
業務

四国地方整備局次長矢下忠
彦
高松市番町３－４－１８

平成17年4月1日 26,775,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している沿岸気象海象情報
予測解析業務については、港湾・空港及び海岸における施設の
調査・計画・設計・管理・保全及び利用並びに工事等の実施の際
に必要不可欠な気象海象情報及び台風等非常時の港湾・海岸に
おける管理情報を充実させ、災害防止対策の確立を図るため、精
度の高い波浪予測データを取得するものである。そのため、本業
務の目的を確実に実施するためには、過去からの大量な波浪観
測データの蓄積とリアルタイムの波浪観測データの取得が必要不
可欠である。沿岸気象海象情報配信システム（COMEINS）は、国
土交通省港湾局の全国港湾海洋波浪情報網（ＮＯＷＰＨＡＳ）の波
浪観測データと、気象庁の予報及び観測情報をもとに独自の解析
を行い、波浪観測情報をリアルタイムで配信するシステムである。
このシステムは、昭和５６年の運輸技術審議会１１号答申「１９８０
年代における海洋調査の推進」において、「沿岸波浪観測網等か
ら得られる膨大な量の沿岸波浪データの蓄積を行い、工学的、統
計的利用のための解析及び提供を行う沿岸波浪センター（仮称）
を整備する。」とされたのを受けて、当該法人内に設立された波浪
情報部が開発したものであり、日本沿岸域の予測値を検証、補正
して精度の高い波浪予測、波浪実況を提供するとともに、台風接
近時の港湾の高浪予測や潮位予測をリアルタイムで行うシステム
を構築しているのは、COMEINSのみである。また、過去においても
その予測精度が高く評価できるものであることから、本業務を達成
する唯一のシステムであり、著作権を有しており、競争を許さない
ことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（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
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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8147
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

工事帳票管理システム運用支
援業務

四国地方整備局次長矢下忠
彦
高松市番町３－４－１８

平成17年4月1日 12,810,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、工事
帳票管理システム運用支援業務については、管内において港湾Ｃ
ＡＬＳを運用するために必要となる、「工事帳票管理システム」の導
入・設定及び運用支援等（操作支援、説明会等）を実施するもので
ある。本業務を的確に遂行するためには、「工事帳票管理システ
ム」を熟知していることが必須要件であるとともに、工事帳票管理
システムを利用する多数の工事請負者（第三者）に対し中立性・
公平性を持って迅速に対処する必要がある。当該法人は、発注及
び施工に係るシステムに関する調査研究及びその開発と普及、並
びに、発注及び施工に係る技術に関する研修会・講習会等の開
催、刊行物の発行等を事業としており、特に本業務の施工に当
たって必要となる、施工に係るシステムに関する開発、及び、施工
に係る技術に関する研修会の開催に関し、高度な技術力と情報
量を有している。さらには、「工事帳票管理システム」を構築すると
ともに当該システムの著作権を有し、各整備局での「工事帳票管
理システム」の導入・設定及び運用支援に携わっており、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

8148
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

徳島飛行場関係現場技術業
務

四国地方整備局次長矢下忠
彦
高松市番町３－４－１８

平成17年4月1日 72,975,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8149 (社)日本潜水協会
須崎港湾口地区水中部施工
状況調査（その（１））

四国地方整備局　高知港湾・
空港整備事務所長　高知県高
知市種崎８７４番地

平成17年4月1日 1,522,500

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8150 (社)日本潜水協会
高知港三里地区水中部施工
状況調査（その（１））

四国地方整備局　高知港湾・
空港整備事務所長　高知県高
知市種崎８７４番地

平成17年4月1日 1,680,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

8151 西日本高速道路(株) ＥＴＣ別納カード使用料
四国地方整備局次長矢下忠
彦
高松市番町３－４－１８

平成17年4月1日 2,056,000

西日本高速道路(株)との間で締結しているＥＴＣコーポレートカード
使用料については、西日本高速道路（株）が管理する高速道路を
利用した際の通行料の支払いであり、競争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項に該当するため。（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)

8152 (社)日本作業船協会 港湾工事補助施設技術調査
四国地方整備局　高松港湾空
港技術調査事務所長　　高松
市番町１－６－１１

平成17年4月6日 7,507,500

(社)日本作業船協会との間で締結している港湾工事補助施設船
舶技術調査は、港湾工事等で使用する当局所有の作業船を良好
な状態で使用するための定期的な修理工事に関する技術調査を
行うものである。本調査の成果は、今後の維持更新計画に直結す
ることから、特定の者に有利とならないよう公平性、中立性をもっ
て業務を行うことが不可欠である。当該法人は、作業船及び作業
船に関する機械設備の技術向上及び開発を図ることを目的とした
公益法人で、これまでに作業船設計基準の作成や各種作業船の
構造設計、老朽化調査等の業務を実施した実績を有し、作業船に
ついて十分な知識を保持しており、本業務を的確かつ効率的に実
施でき、公平性・客観性についても確保されている唯一の機関で
あり、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8153
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

松山港海岸和気地区藻場管
理手法検討調査

四国地方整備局　松山港湾・
空港整備事務所長　四国地方
整備局松山港湾・空港整備事
務所　松山市海岸通２４２６番
地１

平成17年4月15日 47,880,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8154
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

三島川之江港現場技術業務

四国地方整備局　松山港湾・
空港整備事務所長　四国地方
整備局松山港湾・空港整備事
務所　松山市海岸通２４２６番
地１

平成17年4月18日 43,470,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8155 (社)日本港湾協会
港湾保安監視システム視認性
実証実験

四国地方整備局　高松港湾・
空港整備事務所長　四国地方
整備局高松港湾・空港整備事
務所　高松市浜ノ町７２－９

平成17年4月28日 3,150,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾保安対策に関する検
討業務については、米国同時多発テロを受けて、世界中の船舶所
有者、港湾管理者等に保安の確保のための措置を義務付けた海
上人命安全条約及びその国内法である「国際航海船舶及び国際
港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づく、港湾保安対策
のあり方と保安対策施設の配置計画を検討し、当該港湾の保安
体制の強化を図るものであり、当該業務内容の漏洩は、実効性を
伴うテロ計画の構築やテロ行為の実行に利用されるおそれがある
ため、極めて機密性の高いものである。本業務の実施にあたって
は、港湾保安に関する機密情報の保全を講じつつ、起こりうる保
安事態に対応した港湾保安対策及び保安対策施設の配置に関す
る検討を行う必要があることから、秘密保全の組織体制が十分整
備されているとともに、港湾における管理・運営に関する総合的な
知識や実態の把握、保安措置に関する幅広い知見と情報を有す
ることが不可欠である。当該法人は、港湾に関する資料の収集、
港湾政策の総合的な調査・研究を行い、その成果の普及を通じて
港湾施設整備と管理の改善を促進し、もって産業の振興と貿易の
伸展等に寄与するための多岐にわたる業務を行っており、また、
「港湾保安対策室」を設置し、港湾保安業務に関する専門知識を
豊富に有しているとともに、秘密の保全を講じつつ業務を実施する
ための十分な組織体制が整っている。加えて港湾管理者等を会
員としており、港湾にかかる調査・計画・整備・管理・運営等の総
合かつ高度な情報の蓄積がある。また、平成１６年度において「国
際港湾施設保安対策検討調査」等の調査を実施し、港湾の保安
措置に関する高度な知見、ノウハウを有している。これらの情報は
特に守秘義務を要するものであるため、特定の団体以外にこれら
の情報を扱わせることはできず、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（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)

8156 (社)日本港湾協会 瀬戸内海航路計画策定調査
四国地方整備局次長矢下忠
彦
高松市番町３－４－１８

平成17年5月10日 8,925,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾長期構想に関する検
討業務については、港湾整備の推進を図るにあたり、利便性の高
い、また魅力ある港湾整備を実施するための整備方針及び将来
像を検討するものである。本業務の実施にあたっては、学識経験
者及び港湾利用者、また市民との積極的な情報交換を実施し、長
期的な戦略を含めた計画の検討が必要であり、港湾の計画や施
設整備、施設管理に関する知識はもとより、親水機能向上や環境
保全に関する幅広い知見を有することが必要である。当該法人
は、港湾に関する資料の収集、港湾政策の総合的な調査・研究を
行い、その成果の普及を通じて港湾施設整備と管理の改善を促
進し、もって産業の振興と貿易の伸展等に寄与するための多岐に
わたる業務を実施しており、また、港湾及び港湾施設を管理してい
る地方公共団体、民間企業、港湾所在市町村が会員となっている
唯一の港湾関係公益法人で、計画策定業務にも精通している。
これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他にはなく、競争
を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
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称及び所在地

契約を締結した日 備考
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8157 (独)港湾空港技術研究所
香川県地震動作成業務（委
託）

四国地方整備局　高松港湾空
港技術調査事務所長　　高松
市番町１－６－１１

平成17年5月23日 2,960,000

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している香川県地震動作
成業務は、香川県の地震動算定資料を作成するものであるが、本
業務においては半経験的な強震動予測手法を利用するが、特
に、軟弱地盤を有する沿岸地域への半経験的な強震動予測手法
の適用について十分な知見を有する者に実施させる必要がある。
港湾空港技術研究所においては、沿岸地域への半経験的な強震
動予測手法の適用に関する研究を研究計画にとり入れて研究を
行っている唯一の研究機関であるとともに、①～④の実績に示す
ように当該分野に必要な知見を有する唯一の研究機関であり、か
つ、こうした最新の成果を踏まえた地震動予測プログラム（SGMP）
を保有する唯一の研究機関であり、著作権を有しており、これに変
わるプログラムは存在しない。このため、当該法人でなければ成
果として欲する地震動予測結果を得ることが不可能である。①野
津厚（2005） : "2004年新潟県中越地震の震源モデル－経験的グ
リーン関数を用いた波形インバージョン－, 地震 第2輯, 第58巻,
第3号, pp.329-343②野津厚（2004） : "円形クラックモデルの経験
的グリーン関数法への応用", 地震 第2輯, 第56巻, 第4号,
pp.337-350③野津厚（2003） : "表層地盤の非線形挙動を考慮し
た1993年釧路沖地震の強震動シミュレーション", 地震工学論文集
Vol.27）④野津厚, 盛川仁（2003） : "表層地盤の多重非線形効果
を考慮した経験的グリーン関数法", 地震 第2輯, 第55巻, pp.361-
374 　また、業務の実施に当たっては、公正かつ中立的な立場か
ら業務を行う必要がある。これらの条件を満たす機関は(独)港湾
空港技術研究所をおいて他にはなく、また、その設立目的も本業
務の目的と一致しており、競争を許さないことから会計法第２９条
の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

8158
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

三島川之江港金子地区施工
検討業務

四国地方整備局　松山港湾・
空港整備事務所長　四国地方
整備局松山港湾・空港整備事
務所　松山市海岸通２４２６番
地１

平成17年5月30日 11,340,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8159
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

高松空港盛土安定化対策検
討業務

四国地方整備局　高松港湾・
空港整備事務所長　四国地方
整備局高松港湾・空港整備事
務所　高松市浜ノ町７２－９

平成17年6月17日 19,005,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入
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8160
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

積算歩掛実態調査解析業務
四国地方整備局次長矢下忠
彦
高松市番町３－４－１８

平成17年6月20日 9,240,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、歩掛
調査については、国土交通省空港請負工事積算基準の歩掛改訂
を目的に、全国で実態調査を行った結果の取りまとめ・解析を行
い、積算歩掛の策定を行うものである。当該法人は、港湾空港建
設技術に関する調査研究及び技術支援業務、港湾空港工事の施
工・積算に関するシステムの開発・普及、港湾空港建設情報デー
タベースの整備と情報の提供等多岐にわたる業務を行っており、
港湾空港全般に関する高度な技術力及び知識を備えた法人であ
る。また、当該業務は国の港湾・空港整備事業の予定価格の積算
業務に直結するものであることから、中立的・公平的な立場から業
務を行う必要があり、他に競争を許さないことから、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8161 (独)港湾空港技術研究所
荷役可否判定システムの開発
に関する研究（委託）

四国地方整備局　高松港湾空
港技術調査事務所長　　高松
市番町１－６－１１

平成17年6月21日 9,130,000

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している荷役可否判定シス
テムの開発に関する研究は、(独)港湾空港技術研究所が所有す
る「係留船舶の動揺計算プログラム」を使用しなければ実施不可
能なものであり、これに変わるプログラムは存在せず、著作権を有
している。また同じく本研究の実施のためには、このプログラムを
用いて、係留船舶の長周期波対策法を詳細に計算する必要があ
るが、これを行うプログラムを保有しているのも、当該法人のみで
ある。また本業務は、今後の港湾行政の方向性にも大きな影響を
与えるものであることから、公正かつ中立的な立場から業務を行う
必要があるが、当該法人は、独立行政法人通則法に則って設立さ
れた機関であり、公正かつ中立的な立場により研究を実施するこ
ととされいる。このように、本業務の実施が可能なのは当該法人
のみであり、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に
該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

8162 (財)沿岸技術研究センター
備讃瀬戸航路サンドウェーブ
調査

四国地方整備局　高松港湾・
空港整備事務所長　四国地方
整備局高松港湾・空港整備事
務所　高松市浜ノ町７２－９

平成17年6月29日 37,695,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術開発調査につい
ては、現状技術の幅広い調査を行い、その結果をもとに建設コス
ト縮減、工期短縮を目指した新構造について検討を行うものであ
る。本業務を実施するためには、関係法規、港湾構造物の基本計
画等の熟知に加え、豊富な港湾技術の知見を有し、その設計・施
工技術に精通していること、並びに高度な技術力及び専門知識を
必要とする。当該法人は、港湾構造物等の基本計画・施工の技術
的課題の検討、港湾技術・造船技術等のプログラム開発、海象
データの収集・解析、技術マニュアル等の作成、港湾構造物の設
計、空港構造物等の基本計画に係る調査等多岐にわたる業務を
行っており、港湾空港全般に関する高度な技術力及び知識を備え
た法人であり、これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他
にはなく、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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8163 (財)沿岸技術研究センター
東南海・南海地震による地震
動影響調査

四国地方整備局　高松港湾空
港技術調査事務所長　　高松
市番町１－６－１１

平成17年6月30日 32,550,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している、地震・津波ハザード
マップ作成等業務については、臨海部における港湾・海岸施設の
耐震性能の評価及び地震・津波襲来時の想定津波高さ、浸水範
囲等の算定を行うものである。本業務の実施にあたっては、津波・
高潮ハザードマップマニュアルの基本理念に照らした上で、その
評価及び分析を行う必要があり、臨海部開発に関する基本計画
等の熟知及び地震津波による影響検討における高度な知見が必
要である。また、浸水範囲の算定など地域住民に与えるインパクト
が大きいことから、公平・中立的立場で取り組むことが必要不可欠
である。当該法人は、同法人内に「沿岸防災技術研究所」を有し、
沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技術に関する豊
富な調査研究実績を誇っており、沿岸域における防災に関する研
究に対し、より迅速に、より体系的に取り組むことができる唯一の
者であり、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8164 (独)港湾空港技術研究所
高松空港地震動作成業務（委
託）

四国地方整備局　高松港湾空
港技術調査事務所長　　高松
市番町１－６－１１

平成17年6月30日 1,960,000

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している高松空港地震動
作成業務は、高松空港の地震動算定資料を作成するものである
が、本業務においては半経験的な強震動予測手法を利用する
が、特に、軟弱地盤を有する沿岸地域への半経験的な強震動予
測手法の適用について十分な知見を有する者に実施させる必要
がある。港湾空港技術研究所は、沿岸地域への半経験的な強震
動予測手法の適用に関する研究を研究計画にとり入れて研究を
行っている唯一の研究機関であるとともに、①～④の実績に示す
ように当該分野に必要な知見を有する唯一の研究機関であり、か
つ、こうした最新の成果を踏まえた地震動予測プログラム（SGMP）
を保有する唯一の研究機関であり、著作権を有しており、これに変
わるプログラムは存在しない。このため、当該法人でなければ成
果として欲する地震動予測結果を得ることが不可能である。
①野津厚（2005） : "2004年新潟県中越地震の震源モデル－経験
的グリーン関数を用いた波形インバージョン－, 地震 第2輯, 第58
巻, 第3号, pp.329-343
②野津厚（2004） : "円形クラックモデルの経験的グリーン関数法
への応用", 地震 第2輯, 第56巻, 第4号, pp.337-350
③野津厚（2003） : "表層地盤の非線形挙動を考慮した1993年釧
路沖地震の強震動シミュレーション", 地震工学論文集Vol.27
④野津厚, 盛川仁（2003） : "表層地盤の多重非線形効果を考慮し
た経験的グリーン関数法", 地震 第2輯, 第55巻, pp.361-374
また、業務の実施に当たっては、公正かつ中立的な立場から業務
を行う必要がある。これらの条件を満たす機関は(独)港湾空港技
術研究所をおいて他にはなく、また、その設立目的も本業務の目
的と一致しており、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４
項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

8165
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

徳島飛行場揚土施工方法検
討調査

四国地方整備局　小松島港
湾・空港整備事務所長　四国
地方整備局小松島港湾・空港
整備事務所　小松島市小松島
町字新港９－３

平成17年7月4日 1,995,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入
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8166 (社)日本港湾協会
高知港映像伝送システム検討
調査

四国地方整備局　高知港湾・
空港整備事務所長　高知県高
知市種崎８７４番地

平成17年7月7日 7,980,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾保安対策に関する検
討業務については、米国同時多発テロを受けて、世界中の船舶所
有者、港湾管理者等に保安の確保のための措置を義務付けた海
上人命安全条約及びその国内法である「国際航海船舶及び国際
港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づく、港湾保安対策
のあり方と保安対策施設の配置計画を検討し、当該港湾の保安
体制の強化を図るものであり、当該業務内容の漏洩は、実効性を
伴うテロ計画の構築やテロ行為の実行に利用されるおそれがある
ため、極めて機密性の高いものである。本業務の実施にあたって
は、港湾保安に関する機密情報の保全を講じつつ、起こりうる保
安事態に対応した港湾保安対策及び保安対策施設の配置に関す
る検討を行う必要があることから、秘密保全の組織体制が十分整
備されているとともに、港湾における管理・運営に関する総合的な
知識や実態の把握、保安措置に関する幅広い知見と情報を有す
ることが不可欠である。当該法人は、港湾に関する資料の収集、
港湾政策の総合的な調査・研究を行い、その成果の普及を通じて
港湾施設整備と管理の改善を促進し、もって産業の振興と貿易の
伸展等に寄与するための多岐にわたる業務を行っており、また、
「港湾保安対策室」を設置し、港湾保安業務に関する専門知識を
豊富に有しているとともに、秘密の保全を講じつつ業務を実施する
ための十分な組織体制が整っている。加えて港湾管理者等を会
員としており、港湾にかかる調査・計画・整備・管理・運営等の総
合かつ高度な情報の蓄積がある。また、平成１６年度において「国
際港湾施設保安対策検討調査」等の調査を実施し、港湾の保安
措置に関する高度な知見、ノウハウを有している。これらの情報は
特に守秘義務を要するものであるため、特定の団体以外にこれら
の情報を扱わせることはできず、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（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)

8167
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

港湾の既存ストック活用による
地域活性化検討調査

四国地方整備局次長矢下忠
彦
高松市番町３－４－１８

平成17年7月11日 9,555,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結されている、地域
活性化検討業務については、港湾施設を利用した地域活性化を
テーマとして、港湾やその周辺における諸施設の活用方策につい
て、地域住民団体等が主催して実施する取り組みの助言や検証
を経て、具体策を検討し提案するものである。当該法人は、ＮＰＯ
助成活動を通じ、各地域活動団体の活動内容を熟知している。ま
た、本業務の実施に当たっては、教育関係者やＮＰＯ法人等さま
ざまな主体と連携をとりながら、長期にわたる環境学習への問い
合わせに的確な指導ができる体制作りが求められることから、中
立的・公平的な立場から業務を行う必要がある。これらの条件を
満たす機関は当該法人をおいて他になく、競争をゆるさないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8168 (社)日本潜水協会
三島川之江港金子地区水中
部施工状況調査

四国地方整備局　松山港湾・
空港整備事務所長　四国地方
整備局松山港湾・空港整備事
務所　松山市海岸通２４２６番
地１

平成17年7月11日 3,706,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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物品等又は役務の
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8169 (独)港湾空港技術研究所
高知港三里地区防波堤（東第
一）信頼性維持検討業務（委
託）

四国地方整備局　高松港湾空
港技術調査事務所長　　高松
市番町１－６－１１

平成17年7月22日 4,190,000

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している高知港三里地区
防波堤（東第一）信頼性維持検討業務は、港内の船舶運航の安
全及び港湾背後圏の生命・財産を守る上で必要不可欠な業務で
あり、防波堤整備にあたっての様々な技術的課題の解決を目指
すものであるが、本業務の実施のためには，防波堤の変形量を考
慮したレベル３信頼性設計法に関する知識・経験が必要であり，
現地の条件を考慮して防波堤の変形量を精度良く予測できるプロ
グラムを有している者は他に存在せず、著作権を有している。（参
考論文：港研報告Vol.37，No.3「期待滑動量を用いた混成防波堤
直立部の信頼性設計法」）また、本業務は国の港湾整備事業の実
施に直結するとともに今後の港湾行政の方向性にも大きな影響を
与えるものであることから、公正かつ中立的な立場から業務を行う
必要がある。これらの条件を満たす機関は(独)港湾空港技術研究
所をおいて他にはなく、また、その設立目的も本業務の目的と一
致しており、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（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)

8170 (財)沿岸技術研究センター 南海地震津波検討調査
四国地方整備局　高知港湾・
空港整備事務所長　高知県高
知市種崎８７４番地

平成17年7月27日 34,125,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している、津波対策工技術検
討業務については、想定津波の数値シミュレーションを行い、港湾
空港等における津波対策工の防護効果を検証し、津波対策施設
整備の基礎資料としてとりまとめるものである。本業務を実施する
ためには、中央防災会議等でまとめられる地震活動の長期評価
に知見があることに加え、津波の影響範囲及び対策工の効果をよ
り適切に把握する観点から、一般的に普及している二次元数値シ
ミュレーションではなく、今後はより精度の高い三次元数値シミュ
レーションを活用し、その演算結果について工学的な見地から対
策工効果の可否を判断する高度な専門知識を必要とする。当該
法人は、同法人内に「沿岸防災技術研究所」を有し、沿岸域の開
発、利用、保全及び防災に係る港湾技術に関する豊富な調査研
究実績を誇っており、三次元数値シミュレーション改良に関する共
同研究を実施中であり、沿岸域における防災に関する研究に対
し、より迅速に、より体系的に取り組むことができる唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8171 (財)沿岸技術研究センター
産業副産物を活用した海域環
境改善手法検討調査

四国地方整備局　高松港湾空
港技術調査事務所長　　高松
市番町１－６－１１

平成17年8月25日 7,245,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術開発調査につい
ては、現状技術の幅広い調査を行い、その結果をもとに建設コス
ト縮減、工期短縮を目指した新構造について検討を行うものであ
る。本業務を実施するためには、関係法規、港湾構造物の基本計
画等の熟知に加え、豊富な港湾技術の知見を有し、その設計・施
工技術に精通していること、並びに高度な技術力及び専門知識を
必要とする。当該法人は、港湾構造物等の基本計画・施工の技術
的課題の検討、港湾技術・造船技術等のプログラム開発、海象
データの収集・解析、技術マニュアル等の作成、港湾構造物の設
計、空港構造物等の基本計画に係る調査等多岐にわたる業務を
行っており、港湾空港全般に関する高度な技術力及び知識を備え
た法人であり、これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他
にはなく、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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8172
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

管内港湾構造物の健全度点
検及び診断業務

四国地方整備局次長矢下忠
彦
高松市番町３－４－１８

平成17年8月26日 59,850,000

　本業務は、国の港湾整備事業の実施に直結するとともに今後の
港湾行政の方向性にも大きな影響を与えるものであることから、
公正かつ中立的な立場から業務を行う必要がある。本調査を行う
にあたっては、港湾構造物の劣化診断技術に精通し、調査に必要
な専門知識及び技術が要求される。(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンターは、港湾建設等に関する調査・研究の知識に熟知し
た技術者を有しているとともに、港湾構造物の劣化診断及び健全
度調査に対して豊富な知見と実績を有している。これらの条件を
満たす機関は(財)港湾空港建設技術サービスセンターをおいて他
にはなく、また、その設立目的も本業務の目的と一致していること
から、会計法第２９条３の第４項の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。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8173
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

海岸の保全と利用を考慮した
海岸保全施設整備の検討調
査

四国地方整備局　高松港湾空
港技術調査事務所長　　高松
市番町１－６－１１

平成17年8月28日 10,342,500

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している海岸整
備検討業務は、自然と共生し人々が日常的に海辺とつながりを保
てる海岸のあり方、「里浜づくり」を参考にし、防護面、環境面、利
用面から総合的に検討するものである。業務の実施にあたって
は、海岸利用者である地域住民の意見を取り入れた合意形成手
法により利用構想を策定することが必要であり、また、聴取した住
民意見を参考にしながら、利用構想の策定を客観的に審議するた
めに学識経験者からなる検討会を設立し取りまとめることが必要
である。当該法人は、港湾・海岸・海域環境に関する高度な知見と
豊富な情報を有しており、港湾及び海岸整備への住民参加に関
するあり方や海辺の生態系等海岸環境に関する調査実績を多数
有している。また、同法人は従来から「里浜づくり」の自主研究を
行っており、当該自主研究の成果と併せて検討することにより、本
業務の成果が得られる。また、これらの知見を活かした高度な判
断をもとに、中立的・公平的な立場から本調査の実施が可能であ
り、さらに住民意見を参考にしながらそれらの意見を取りまとめ、
学識経験者等を構成員とした検討会を招集し、中立的・公平的に
運営を行える唯一の者であり、競争を許さないことから、会計法第
２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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8174 (社)日本港湾協会 港湾保安総合訓練検討業務

四国地方整備局　松山港湾・
空港整備事務所長　四国地方
整備局松山港湾・空港整備事
務所　松山市海岸通２４２６番
地１

平成17年8月30日 5,040,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾保安総合訓練に関す
る検討業務については、米国同時多発テロを受けて、世界中の船
舶所有者、港湾管理者等に保安の確保のための措置を義務付け
た海上人命安全条約及びその国内法である「国際航海船舶及び
国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づく、港湾保安
総合訓練のあり方と具体的な訓練実施計画の作成方法を検討
し、当該港湾をモデルケースとして保安事態の疑似想定による訓
練を行うものであり、当該業務内容の漏洩は、実効性を伴うテロ
計画の構築やテロ行為の実行に利用されるおそれがあるため、極
めて機密性が高いものである。本業務の実施にあたっては、港湾
保安に関する機密情報の保全を講じつつ、起こりうる保安事態に
対応した訓練シナリオの検討を行う必要があることから、秘密保
全の組織体制が十分整備されているとともに、港湾における管
理・運営に関する総合的な知識や実態の把握、保安措置に関す
る幅広い知見と情報を有することが不可欠である。当該法人は、
港湾に関する資料の収集、港湾政策の総合的な調査・研究を行
い、その成果の普及を通じて港湾施設整備と管理の改善を促進
し、もって産業の振興と貿易の伸展等に寄与するための多岐にわ
たる業務を行っており、また、「港湾保安対策室」を設置し、港湾保
安業務に関する専門知識を豊富に有しているとともに、秘密の保
全を講じつつ業務を実施するための十分な組織体制が整ってい
る。加えて港湾管理者等を会員としており、港湾にかかる調査・計
画・整備・管理・運営等の総合かつ高度な情報の蓄積がある。ま
た、平成１６年度において「国際港湾施設保安対策検討調査」等
の調査を実施し、港湾の保安措置に関する高度な知見、ノウハウ
を有している。これらの情報は特に守秘義務を要するものである
ため、特定の団体以外にこれらの情報を扱わせることはできず、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。（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)

8175 (財)沿岸技術研究センター
津波漂流物捕捉施設検討業
務

四国地方整備局　高松港湾空
港技術調査事務所長　　高松
市番町１－６－１１

平成17年8月31日 5,040,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術開発調査につい
ては、現状技術の幅広い調査を行い、その結果をもとに建設コス
ト縮減、工期短縮を目指した新構造について検討を行うものであ
る。本業務を実施するためには、関係法規、港湾構造物の基本計
画等の熟知に加え、豊富な港湾技術の知見を有し、その設計・施
工技術に精通していること、並びに高度な技術力及び専門知識を
必要とする。当該法人は、港湾構造物等の基本計画・施工の技術
的課題の検討、港湾技術・造船技術等のプログラム開発、海象
データの収集・解析、技術マニュアル等の作成、港湾構造物の設
計、空港構造物等の基本計画に係る調査等多岐にわたる業務を
行っており、港湾空港全般に関する高度な技術力及び知識を備え
た法人であり、これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他
にはなく、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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8176 (社)日本港湾協会
備讃瀬戸・来島海峡航路保安
対策検討調査

四国地方整備局次長矢下忠
彦
高松市番町３－４－１８

平成17年9月2日 32,970,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾保安対策に関する検
討業務については、米国同時多発テロを受けて、世界中の船舶所
有者、港湾管理者等に保安の確保のための措置を義務付けた海
上人命安全条約及びその国内法である「国際航海船舶及び国際
港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づく、港湾保安対策
のあり方と保安対策施設の配置計画を検討し、当該港湾の保安
体制の強化を図るものであり、当該業務内容の漏洩は、実効性を
伴うテロ計画の構築やテロ行為の実行に利用されるおそれがある
ため、極めて機密性の高いものである。本業務の実施にあたって
は、港湾保安に関する機密情報の保全を講じつつ、起こりうる保
安事態に対応した港湾保安対策及び保安対策施設の配置に関す
る検討を行う必要があることから、秘密保全の組織体制が十分整
備されているとともに、港湾における管理・運営に関する総合的な
知識や実態の把握、保安措置に関する幅広い知見と情報を有す
ることが不可欠である。当該法人は、港湾に関する資料の収集、
港湾政策の総合的な調査・研究を行い、その成果の普及を通じて
港湾施設整備と管理の改善を促進し、もって産業の振興と貿易の
伸展等に寄与するための多岐にわたる業務を行っており、また、
「港湾保安対策室」を設置し、港湾保安業務に関する専門知識を
豊富に有しているとともに、秘密の保全を講じつつ業務を実施する
ための十分な組織体制が整っている。加えて港湾管理者等を会
員としており、港湾にかかる調査・計画・整備・管理・運営等の総
合かつ高度な情報の蓄積がある。また、平成１６年度において「国
際港湾施設保安対策検討調査」等の調査を実施し、港湾の保安
措置に関する高度な知見、ノウハウを有している。これらの情報は
特に守秘義務を要するものであるため、特定の団体以外にこれら
の情報を扱わせることはできず、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（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)

8177 (独)港湾空港技術研究所
人工リーフによる周辺海域の
波浪変形に関する研究（委託）

四国地方整備局　高松港湾空
港技術調査事務所長　　高松
市番町１－６－１１

平成17年9月7日 10,160,000

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している人工リーフによる
周辺海域の波浪変形に関する研究は、海浜地形上に人工リーフ
を設置することによる波浪制御技術の確立とそれが周辺海域に与
える影響を評価することを目的としているものであるが、本業務の
実施のためにはこれら課題の背後に存在している自然現象の原
理の解明が必要不可欠であり、広い海域を対象とした平面波浪変
形計算において、海浜周辺や人工リーフ上で生じる波の砕波・遡
上変形を高精度に安定して計算できる汎用計算モデルは、港空
研で独自に開発を進めている高精度波浪計算プログラムNOWT-
PARI以外には存在せず、著作権を有している。さらにNOWT-PARI
では、リーフ背後の洗掘や砂浜の安定性に影響を及ぼす、波に
よって生じる流れも同時に計算できる。一方、波浪制御構造物に
よって砕波時に波がどのような形になる（巻き波等）かを推定する
際には、港空研が所有するＣＡＤＭＡＳ-SURFを利用して計算を実
施しなければならず、これに代わるプログラムは存在しない。この
ため、本業務を実施可能な機関は(独)港湾空港技術研究所をお
いて他にはなく、また、その設立目的も本業務の目的と一致してお
り、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入
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契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8178 (社)日本潜水協会
高知港三里地区水中部施工
状況調査（その（２））

四国地方整備局　高知港湾・
空港整備事務所長　高知県高
知市種崎８７４番地

平成17年9月9日 1,575,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

8179 (社)日本潜水協会
須崎港湾口地区水中部施工
状況調査（その（２））

四国地方整備局　高知港湾・
空港整備事務所長　高知県高
知市種崎８７４番地

平成17年9月9日 2,908,500

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

8180 (財)沿岸技術研究センター
撫養港津波浸水予測検討等
調査

四国地方整備局　小松島港
湾・空港整備事務所長　四国
地方整備局小松島港湾・空港
整備事務所　小松島市小松島
町字新港９－３

平成17年9月20日 4,935,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している、地震・津波ハザード
マップ作成等業務については、臨海部における港湾・海岸施設の
耐震性能の評価及び地震・津波襲来時の想定津波高さ、浸水範
囲等の算定を行うものである。本業務の実施にあたっては、津波・
高潮ハザードマップマニュアルの基本理念に照らした上で、その
評価及び分析を行う必要があり、臨海部開発に関する基本計画
等の熟知及び地震津波による影響検討における高度な知見が必
要である。また、浸水範囲の算定など地域住民に与えるインパクト
が大きいことから、公平・中立的立場で取り組むことが必要不可欠
である。当該法人は、同法人内に「沿岸防災技術研究所」を有し、
沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技術に関する豊
富な調査研究実績を誇っており、沿岸域における防災に関する研
究に対し、より迅速に、より体系的に取り組むことができる唯一の
者であり、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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8181
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

瀬戸内海周遊観光促進方策
検討調査

四国地方整備局次長矢下忠
彦
高松市番町３－４－１８

平成17年9月28日 10,815,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結されている、地域
活性化検討業務については、港湾施設を利用した地域活性化を
テーマとして、港湾やその周辺における諸施設の活用方策につい
て、地域住民団体等が主催して実施する取り組みの助言や検証
を経て、具体策を検討し提案するものである。当該法人は、ＮＰＯ
助成活動を通じ、各地域活動団体の活動内容を熟知している。ま
た、本業務の実施に当たっては、教育関係者やＮＰＯ法人等さま
ざまな主体と連携をとりながら、長期にわたる環境学習への問い
合わせに的確な指導ができる体制作りが求められることから、中
立的・公平的な立場から業務を行う必要がある。これらの条件を
満たす機関は当該法人をおいて他になく、競争をゆるさないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8182 (財)沿岸技術研究センター
東南海・南海地震に対する港
湾施設の耐震照査業務

四国地方整備局　高松港湾空
港技術調査事務所長　　高松
市番町１－６－１１

平成17年10月18日 25,725,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している、津波対策工技術検
討業務については、想定津波の数値シミュレーションを行い、港湾
空港等における津波対策工の防護効果を検証し、津波対策施設
整備の基礎資料としてとりまとめるものである。本業務を実施する
ためには、中央防災会議等でまとめられる地震活動の長期評価
に知見があることに加え、津波の影響範囲及び対策工の効果をよ
り適切に把握する観点から、一般的に普及している二次元数値シ
ミュレーションではなく、今後はより精度の高い三次元数値シミュ
レーションを活用し、その演算結果について工学的な見地から対
策工効果の可否を判断する高度な専門知識を必要とする。当該
法人は、同法人内に「沿岸防災技術研究所」を有し、沿岸域の開
発、利用、保全及び防災に係る港湾技術に関する豊富な調査研
究実績を誇っており、三次元数値シミュレーション改良に関する共
同研究を実施中であり、沿岸域における防災に関する研究に対
し、より迅速に、より体系的に取り組むことができる唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8183
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

港湾統合方策検討調査
四国地方整備局次長矢下忠
彦
高松市番町３－４－１８

平成17年10月18日 5,880,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾利
用促進調査については、港湾空間における陸・海・空の交通体系
を活用した効率的な物流体系の構築について検討を行うものであ
る。本調査の実施にあたっては、全国の港の現況、本船から荷主
までの各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨物の流
動情報など豊富な知識と幅広い知見を有する必要がある。また、
荷主への企業ヒアリングなど、港湾関係者の利害に関わる個人情
報を取り扱うことから、公平かつ公益的立場にあり、十分な機密保
持能力を保持した機関である必要がある。当該法人は、公益法人
として公平・中立的立場での調査が可能であり、また、同者は「コ
ンテナ流動化調査」等の同種の調査をこれまで多数実施してお
り、本調査の実施に必要となる全国の港湾の現況、本船から荷主
までをつなぐ各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨
物流動情報等の豊富な知識と幅広い知見を有する唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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8184
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

四国におけるみなと観光診断
調査

四国地方整備局次長矢下忠
彦
高松市番町３－４－１８

平成17年10月18日 10,080,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結されている、地域
活性化検討業務については、港湾施設を利用した地域活性化を
テーマとして、港湾やその周辺における諸施設の活用方策につい
て、地域住民団体等が主催して実施する取り組みの助言や検証
を経て、具体策を検討し提案するものである。当該法人は、ＮＰＯ
助成活動を通じ、各地域活動団体の活動内容を熟知している。ま
た、本業務の実施に当たっては、教育関係者やＮＰＯ法人等さま
ざまな主体と連携をとりながら、長期にわたる環境学習への問い
合わせに的確な指導ができる体制作りが求められることから、中
立的・公平的な立場から業務を行う必要がある。これらの条件を
満たす機関は当該法人をおいて他になく、競争をゆるさないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8185 (社)日本潜水協会
松山港外港地区及び今治港
富田地区水中部施工状況調
査

四国地方整備局　松山港湾・
空港整備事務所長　四国地方
整備局松山港湾・空港整備事
務所　松山市海岸通２４２６番
地１

平成17年10月18日 1,554,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

8186 (社)日本港湾協会
船舶画像伝送システム実証実
験

四国地方整備局次長矢下忠
彦
高松市番町３－４－１８

平成17年11月9日 26,932,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾保安対策に関する検
討業務については、米国同時多発テロを受けて、世界中の船舶所
有者、港湾管理者等に保安の確保のための措置を義務付けた海
上人命安全条約及びその国内法である「国際航海船舶及び国際
港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づく、港湾保安対策
のあり方と保安対策施設の配置計画を検討し、当該港湾の保安
体制の強化を図るものであり、当該業務内容の漏洩は、実効性を
伴うテロ計画の構築やテロ行為の実行に利用されるおそれがある
ため、極めて機密性の高いものである。本業務の実施にあたって
は、港湾保安に関する機密情報の保全を講じつつ、起こりうる保
安事態に対応した港湾保安対策及び保安対策施設の配置に関す
る検討を行う必要があることから、秘密保全の組織体制が十分整
備されているとともに、港湾における管理・運営に関する総合的な
知識や実態の把握、保安措置に関する幅広い知見と情報を有す
ることが不可欠である。当該法人は、港湾に関する資料の収集、
港湾政策の総合的な調査・研究を行い、その成果の普及を通じて
港湾施設整備と管理の改善を促進し、もって産業の振興と貿易の
伸展等に寄与するための多岐にわたる業務を行っており、また、
「港湾保安対策室」を設置し、港湾保安業務に関する専門知識を
豊富に有しているとともに、秘密の保全を講じつつ業務を実施する
ための十分な組織体制が整っている。加えて港湾管理者等を会
員としており、港湾にかかる調査・計画・整備・管理・運営等の総
合かつ高度な情報の蓄積がある。また、平成１６年度において「国
際港湾施設保安対策検討調査」等の調査を実施し、港湾の保安
措置に関する高度な知見、ノウハウを有している。これらの情報は
特に守秘義務を要するものであるため、特定の団体以外にこれら
の情報を扱わせることはできず、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（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)



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8187 (社)日本港湾協会
三島川之江港映像伝送システ
ム検討調査

四国地方整備局　松山港湾・
空港整備事務所長　四国地方
整備局松山港湾・空港整備事
務所　松山市海岸通２４２６番
地１

平成17年12月1日 7,140,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾保安対策に関する検
討業務については、米国同時多発テロを受けて、世界中の船舶所
有者、港湾管理者等に保安の確保のための措置を義務付けた海
上人命安全条約及びその国内法である「国際航海船舶及び国際
港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づく、港湾保安対策
のあり方と保安対策施設の配置計画を検討し、当該港湾の保安
体制の強化を図るものであり、当該業務内容の漏洩は、実効性を
伴うテロ計画の構築やテロ行為の実行に利用されるおそれがある
ため、極めて機密性の高いものである。本業務の実施にあたって
は、港湾保安に関する機密情報の保全を講じつつ、起こりうる保
安事態に対応した港湾保安対策及び保安対策施設の配置に関す
る検討を行う必要があることから、秘密保全の組織体制が十分整
備されているとともに、港湾における管理・運営に関する総合的な
知識や実態の把握、保安措置に関する幅広い知見と情報を有す
ることが不可欠である。当該法人は、港湾に関する資料の収集、
港湾政策の総合的な調査・研究を行い、その成果の普及を通じて
港湾施設整備と管理の改善を促進し、もって産業の振興と貿易の
伸展等に寄与するための多岐にわたる業務を行っており、また、
「港湾保安対策室」を設置し、港湾保安業務に関する専門知識を
豊富に有しているとともに、秘密の保全を講じつつ業務を実施する
ための十分な組織体制が整っている。加えて港湾管理者等を会
員としており、港湾にかかる調査・計画・整備・管理・運営等の総
合かつ高度な情報の蓄積がある。また、平成１６年度において「国
際港湾施設保安対策検討調査」等の調査を実施し、港湾の保安
措置に関する高度な知見、ノウハウを有している。これらの情報は
特に守秘義務を要するものであるため、特定の団体以外にこれら
の情報を扱わせることはできず、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（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)

8188 (社)日本港湾協会
備讃瀬戸航路映像伝送システ
ム実証による検討等調査

四国地方整備局次長矢下忠
彦
高松市番町３－４－１８

平成17年12月7日 65,100,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾保安対策に関する検
討業務については、米国同時多発テロを受けて、世界中の船舶所
有者、港湾管理者等に保安の確保のための措置を義務付けた海
上人命安全条約及びその国内法である「国際航海船舶及び国際
港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づく、港湾保安対策
のあり方と保安対策施設の配置計画を検討し、当該港湾の保安
体制の強化を図るものであり、当該業務内容の漏洩は、実効性を
伴うテロ計画の構築やテロ行為の実行に利用されるおそれがある
ため、極めて機密性の高いものである。本業務の実施にあたって
は、港湾保安に関する機密情報の保全を講じつつ、起こりうる保
安事態に対応した港湾保安対策及び保安対策施設の配置に関す
る検討を行う必要があることから、秘密保全の組織体制が十分整
備されているとともに、港湾における管理・運営に関する総合的な
知識や実態の把握、保安措置に関する幅広い知見と情報を有す
ることが不可欠である。当該法人は、港湾に関する資料の収集、
港湾政策の総合的な調査・研究を行い、その成果の普及を通じて
港湾施設整備と管理の改善を促進し、もって産業の振興と貿易の
伸展等に寄与するための多岐にわたる業務を行っており、また、
「港湾保安対策室」を設置し、港湾保安業務に関する専門知識を
豊富に有しているとともに、秘密の保全を講じつつ業務を実施する
ための十分な組織体制が整っている。加えて港湾管理者等を会
員としており、港湾にかかる調査・計画・整備・管理・運営等の総
合かつ高度な情報の蓄積がある。また、平成１６年度において「国
際港湾施設保安対策検討調査」等の調査を実施し、港湾の保安
措置に関する高度な知見、ノウハウを有している。これらの情報は
特に守秘義務を要するものであるため、特定の団体以外にこれら
の情報を扱わせることはできず、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（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)



緊急点検の結果 講ずる措置件数 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
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（円）
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8189
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

港湾施設情報システムデータ
修正等業務

四国地方整備局次長矢下忠
彦
高松市番町３－４－１８

平成17年12月8日 6,037,500

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、港湾
施設情報システム改良等業務については、国土技術政策総合研
究所と当該法人とで共同開発し、平成１３年度より運用開始してい
る当該システムの改良を行うものである。当該法人は、本システ
ムに精通していることに加え、事業実施の支援等に関する専門的
知識を有しており、かつ、当該システムの著作権を保有しており、
当該システムの改良等業務を円滑に行うことが出来る唯一の者で
あり、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

8190
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

高松港朝日地区整備計画等
検討調査

四国地方整備局　高松港湾・
空港整備事務所長　四国地方
整備局高松港湾・空港整備事
務所　高松市浜ノ町７２－９

平成17年12月21日 21,105,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8191 (社)日本港湾協会
港湾施設の情報提供方策検
討調査

四国地方整備局次長矢下忠
彦
高松市番町３－４－１８

平成17年12月21日 10,290,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾施設情報提供方策検
討業務については、港湾施設の利用に関する知識のみならず、地
域の政策に関する情報を検討するものである。現在の港湾施設
及び港湾の資源の有効利用の観点から、港湾利用者、地域、及
び国、港湾管理者などとの意見調整を踏まえ隘路の発見、課題の
抽出、解決方策の評価検討を行うものであり、港湾管理者、地方
公共団体と調整を図りながら検討を進める必要がある。当該法人
は、港湾及び港湾施設を管理している地方公共団体、民間企業、
また、港湾が所在する市町村が会員となっている唯一の港湾関係
公益法人であり、本業務を実施し得る唯一の者であり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8192 (財)沿岸技術研究センター
高知港三里地区整備計画検
討調査

四国地方整備局　高知港湾・
空港整備事務所長　高知県高
知市種崎８７４番地

平成17年12月22日 18,343,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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物品等又は役務の
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8193
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

高松空港現場技術業務

四国地方整備局　高松港湾・
空港整備事務所長　四国地方
整備局高松港湾・空港整備事
務所　高松市浜ノ町７２－９

平成18年1月10日 10,500,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8194
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

宿毛湾港利用促進検討調査
四国地方整備局　高知港湾・
空港整備事務所長　高知県高
知市種崎８７４番地

平成18年1月16日 8,400,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾利
用促進調査については、港湾空間における陸・海・空の交通体系
を活用した効率的な物流体系の構築について検討を行うものであ
る。本調査の実施にあたっては、全国の港の現況、本船から荷主
までの各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨物の流
動情報など豊富な知識と幅広い知見を有する必要がある。また、
荷主への企業ヒアリングなど、港湾関係者の利害に関わる個人情
報を取り扱うことから、公平かつ公益的立場にあり、十分な機密保
持能力を保持した機関である必要がある。当該法人は、公益法人
として公平・中立的立場での調査が可能であり、また、同者は「コ
ンテナ流動化調査」等の同種の調査をこれまで多数実施してお
り、本調査の実施に必要となる全国の港湾の現況、本船から荷主
までをつなぐ各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨
物流動情報等の豊富な知識と幅広い知見を有する唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8195
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

四国における国際物流戦略検
討調査

四国地方整備局次長矢下忠
彦
高松市番町３－４－１８

平成18年1月16日 18,900,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾利
用促進調査については、港湾空間における陸・海・空の交通体系
を活用した効率的な物流体系の構築について検討を行うものであ
る。本調査の実施にあたっては、全国の港の現況、本船から荷主
までの各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨物の流
動情報など豊富な知識と幅広い知見を有する必要がある。また、
荷主への企業ヒアリングなど、港湾関係者の利害に関わる個人情
報を取り扱うことから、公平かつ公益的立場にあり、十分な機密保
持能力を保持した機関である必要がある。当該法人は、公益法人
として公平・中立的立場での調査が可能であり、また、同者は「コ
ンテナ流動化調査」等の同種の調査をこれまで多数実施してお
り、本調査の実施に必要となる全国の港湾の現況、本船から荷主
までをつなぐ各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨
物流動情報等の豊富な知識と幅広い知見を有する唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8196 (社)日本港湾協会
須崎港映像伝送システム検討
調査

四国地方整備局　高知港湾・
空港整備事務所長　高知県高
知市種崎８７４番地

平成18年1月16日 5,145,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾保安対策に関する検
討業務については、米国同時多発テロを受けて、世界中の船舶所
有者、港湾管理者等に保安の確保のための措置を義務付けた海
上人命安全条約及びその国内法である「国際航海船舶及び国際
港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づく、港湾保安対策
のあり方と保安対策施設の配置計画を検討し、当該港湾の保安
体制の強化を図るものであり、当該業務内容の漏洩は、実効性を
伴うテロ計画の構築やテロ行為の実行に利用されるおそれがある
ため、極めて機密性の高いものである。本業務の実施にあたって
は、港湾保安に関する機密情報の保全を講じつつ、起こりうる保
安事態に対応した港湾保安対策及び保安対策施設の配置に関す
る検討を行う必要があることから、秘密保全の組織体制が十分整
備されているとともに、港湾における管理・運営に関する総合的な
知識や実態の把握、保安措置に関する幅広い知見と情報を有す
ることが不可欠である。当該法人は、港湾に関する資料の収集、
港湾政策の総合的な調査・研究を行い、その成果の普及を通じて
港湾施設整備と管理の改善を促進し、もって産業の振興と貿易の
伸展等に寄与するための多岐にわたる業務を行っており、また、
「港湾保安対策室」を設置し、港湾保安業務に関する専門知識を
豊富に有しているとともに、秘密の保全を講じつつ業務を実施する
ための十分な組織体制が整っている。加えて港湾管理者等を会
員としており、港湾にかかる調査・計画・整備・管理・運営等の総
合かつ高度な情報の蓄積がある。また、平成１６年度において「国
際港湾施設保安対策検討調査」等の調査を実施し、港湾の保安
措置に関する高度な知見、ノウハウを有している。これらの情報は
特に守秘義務を要するものであるため、特定の団体以外にこれら
の情報を扱わせることはできず、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（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)

8197 (財)沿岸技術研究センター
沖合波浪観測に関する基礎検
討調査

四国地方整備局　高知港湾・
空港整備事務所長　高知県高
知市種崎８７４番地

平成18年1月27日 10,395,000

沿岸技術研究センターとの間で締結しているシステム開発業務に
ついては、沖合波浪観測システムの構築における港湾整備への
活用とＧＰＳ波浪計の津波検知の可能性及び高潮、高波及び津
波情報の活用の可能性を検討することにより、津波防災の観点か
らＧＰＳ波浪計設置の意義及び効果を検討するものである。本業
務の実施にあたっては、波浪観測に関する幅広い知見と経験、高
い情報収集能力及び津波から人命・財産を守るための津波防災
に対する専門的かつ高度な知識、分析力が求められ、津波防災
に関する検討にあたっては、公平・中立的な立場からのとりまとめ
が必要である。また、波浪観測、システム構築全般に関連する検
討から全国港湾海洋波浪情報網（NOWPHAS）の構成を充分認識
していることが必要不可欠である。当該法人は、NOWPHAS波浪
観測データをもとに精度の高い独自の波浪予測手法「沿岸気象海
象情報配信システム」（COMEINS）を構築し運営を行い、システム
の著作権を有しており、本業務を的確かつ効率的に実施できる唯
一の機関であり、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４
項に該当するため。（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)
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8198
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

波浪観測塔施工計画検討調
査

四国地方整備局　小松島港
湾・空港整備事務所長　四国
地方整備局小松島港湾・空港
整備事務所　小松島市小松島
町字新港９－３

平成18年1月30日 3,045,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8199 (財)沿岸技術研究センター 津波計算システム設定業務
四国地方整備局　高松港湾空
港技術調査事務所長　　高松
市番町１－６－１１

平成18年1月31日 6,300,000

本業務は、高知で構築してある３港（高知・須崎・宿毛）の津波計
算システムの数値モデル及び解析を実施するために必要な設定
及び操作マニュアルを作成し操作手法等の講習会を行うものであ
る。実施にあたっては、高知県３港における津波計算に必要な数
値モデル及び計算システムを所有していることが必須となる。(財)
沿岸技術研究センターは、本調査で活用する津波計算システムを
唯一所有している機関であるため、これらの条件を満たす機関は
当該法人をおいて他にないことから会計法第２９条の３第４項の契
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。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）

8200 (社)日本港湾協会
瀬戸内海航路計画航行安全
性効果検討調査

四国地方整備局次長矢下忠
彦
高松市番町３－４－１８

平成18年1月31日 11,970,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾長期構想に関する検
討業務については、港湾整備の推進を図るにあたり、利便性の高
い、また魅力ある港湾整備を実施するための整備方針及び将来
像を検討するものである。本業務の実施にあたっては、学識経験
者及び港湾利用者、また市民との積極的な情報交換を実施し、長
期的な戦略を含めた計画の検討が必要であり、港湾の計画や施
設整備、施設管理に関する知識はもとより、親水機能向上や環境
保全に関する幅広い知見を有することが必要である。当該法人
は、港湾に関する資料の収集、港湾政策の総合的な調査・研究を
行い、その成果の普及を通じて港湾施設整備と管理の改善を促
進し、もって産業の振興と貿易の伸展等に寄与するための多岐に
わたる業務を実施しており、また、港湾及び港湾施設を管理してい
る地方公共団体、民間企業、港湾所在市町村が会員となっている
唯一の港湾関係公益法人で、計画策定業務にも精通している。
これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他にはなく、競争
を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8201 (社)日本港湾協会
津波に対応した港湾整備効果
検討調査

四国地方整備局次長矢下忠
彦
高松市番町３－４－１８

平成18年2月10日 5,250,000

本業務は、防波堤の保護効果について、港湾計画変更の必要性
も踏まえた検討をするものである。解決方策は港湾計画の反映が
あり、港湾計画の精通が必要である。(社)日本港湾協会は、昭和
初期からの全国各港湾の港湾計画及び資料を保管し、港湾計画
情報を保有し、さらに港湾計画策定時の合意形成プロセスをもと
に「港湾計画」「新」読本　港湾計画策定者へのチャート」を発行す
る等港湾計画策定の知見を有している。これらの条件を満たす機
関は(社)日本港湾協会をおいて他にはなく、また、その設立目的も
本業務の目的と一致していることから、会計法第２９条３の第４項
の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。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）
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8202 (社)西部海難防止協会
新若戸道路海上工事安全管
理業務

北九州港湾・空港整備事務所
長吉本靖俊北九州市門司区
西海岸１－４－４０

平成17年4月1日 12,390,000

（社）西部海難防止協会との間で締結している安全管理業務は、
関門地区における航路浚渫等港湾整備事業の実施にあたり、請
負工事等の安全管理業務を行い、当該事業等の円滑な実施と通
行船舶の安全を確保するものである。本業務を的確に遂行するた
めには、狭隘で船舶の輻輳する関門地区の特性に精通している
のみならず、港湾工事及び海事における専門知識と経験・航行安
全行政機関等との情報共有・調整能力、公共工事の実施に際し
一般通航船舶や漁船などが工事区域に進入した場合の事故防止
のための臨機の措置能力、工事用船舶同士の安全確保のために
ついて事故防止の指導能力などを有し、請負者や第三者に対し公
益性・公平性を持って対処する必要がある。（社）西部海難防止協
会は、定款において「（１）海難の防止に関する事項の調査研究、
（２）港湾の整備に関する調査研究、（３）航路及び航路標識の整
備に関する調査研究、（４）海難防止に関する事項の周知宣伝及
び教育指導、（５）前各号に関する業務受託、（６）第１号から第４
号までの事業に関し必要な建議、（７）その他本会の目的を達成す
るために必要な事業」を事業としており、港湾全般に関する高度な
技術力と情報量を有し、本業務の遂行能力を満足している。当地
区においては、当該業務を遂行できる会社又は協会としては、海
事関係者が会員となっている公益法人（社）西部海難防止協会が
唯一である。よって、会計法第２９条の３第４項に基づき当協会と
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
（１９年度以降一般競
争入札に移行）

8203 (財)沿岸技術研究センター
港湾空港関係整備に係る沿岸
気象海象情報の予測解析業
務

九州地方整備局副局長岩瀧
清治下関市竹崎町4-6-1

平成17年4月1日 28,875,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している沿岸気象海象情報
予測解析業務については、港湾・空港及び海岸における施設の
調査・計画・設計・管理・保全及び利用並びに工事等の実施の際
に必要不可欠な気象海象情報及び台風等非常時の港湾・海岸に
おける管理情報を充実させ、災害防止対策の確立を図るため、精
度の高い波浪予測データを取得するものである。そのため、本業
務の目的を確実に実施するためには、過去からの大量な波浪観
測データの蓄積とリアルタイムの波浪観測データの取得が必要不
可欠である。沿岸気象海象情報配信システム（COMEINS）は、国
土交通省港湾局の全国港湾海洋波浪情報網（ＮＯＷＰＨＡＳ）の波
浪観測データと、気象庁の予報及び観測情報をもとに独自の解析
を行い、波浪観測情報をリアルタイムで配信するシステムである。
このシステムは、昭和５６年の運輸技術審議会１１号答申「１９８０
年代における海洋調査の推進」において、「沿岸波浪観測網等か
ら得られる膨大な量の沿岸波浪データの蓄積を行い、工学的、統
計的利用のための解析及び提供を行う沿岸波浪センター（仮称）
を整備する。」とされたのを受けて、当該法人内に設立された波浪
情報部が開発したものであり、日本沿岸域の予測値を検証、補正
して精度の高い波浪予測、波浪実況を提供するとともに、台風接
近時の港湾の高浪予測や潮位予測をリアルタイムで行うシステム
を構築しているのは、COMEINSのみである。また、過去においても
その予測精度が高く評価できるものであることから、本業務を達成
する唯一のシステムであり、著作権を有しており、競争を許さない
ことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（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
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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8204
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

博多港施工検討調査
博多港湾・空港整備事務所長
元野一生福岡市中央区大手
門２－５－３３

平成17年4月1日 12,232,500

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8205
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

鹿児島空港現場技術業務
九州地方整備局鹿児島港湾・
空港整備事務所長　関　憲一
鹿児島市城南町23-1

平成17年4月1日 15,330,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8206
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

博多港(須崎埠頭地区)(-11m
岸壁）外1件災害復旧検討業
務

博多港湾・空港整備事務所長
元野一生福岡市中央区大手
門２－５－３３

平成17年4月1日 15,540,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、災害
復旧方策調査業務については、各被災施設において詳細な現地
調査を実施するとともに、有効な災害復旧工法の検討を行い、こ
れらの成果を災害報告書としてとりまとめるものである。また、災
害報告書は、直轄災害発生後３０日以内に提出する直轄港湾災
害調書作成業務が含まれているため、緊急を要する。以上のこと
から、本業務は港湾構造物の現状条件や施工条件を十分熟知
し、かつ、迅速な業務遂行が必要不可欠である。当該法人は、港
湾施設の建設技術に関する調査・研究事例を多数有しており、本
業務を最も円滑に遂行するために必要な港湾建設に関する高度
な技術力を備えた唯一の公益法人であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの（１７年
度限り）

8207
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

名瀬港現場技術業務
九州地方整備局鹿児島港湾・
空港整備事務所長　関　憲一
鹿児島市城南町23-1

平成17年4月1日 15,750,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8208
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

熊本港湾・空港現場技術業務
熊本港湾・空港整備事務所長
中村義文
熊本市川尻2丁目８－６１

平成17年4月1日 19,845,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8209
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

新若戸道路計測施工管理調
査

北九州港湾・空港整備事務所
長吉本靖俊北九州市門司区
西海岸１－４－４０

平成17年4月1日 19,950,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、計測
施工管理業務は、各施工段階における山留工の挙動並びに周辺
地盤の変状等の計測データを整理・解析するとともに、計測施工
管理システムの保守管理を実施するものであり、厳しい作業環境
下で複数の工事を平行して実施することから、施工情報の一元管
理と情報の共有化を図りながら円滑に工事を進める必要がある。
当該システムに基づき本業務を円滑かつ確実に履行するために
は、当該工事の施工に関する豊富なデータと高度な知見を有する
技術者の判断が必要であるとともに、現場特性を十分把握し、情
報技術に対応した計測施工管理に関する知識と技術力を有して
いることが不可欠である。また、その計測結果は工事成績評定に
も反映されるため、中立的・公平的な立場で調査を進めることが必
要であり、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8210
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

博多港(箱崎埠頭地区)(-12m
岸壁）外１件災害復旧検討業
務

博多港湾・空港整備事務所長
元野一生福岡市中央区大手
門２－５－３３

平成17年4月1日 24,465,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、災害
復旧方策調査業務については、各被災施設において詳細な現地
調査を実施するとともに、有効な災害復旧工法の検討を行い、こ
れらの成果を災害報告書としてとりまとめるものである。また、災
害報告書は、直轄災害発生後３０日以内に提出する直轄港湾災
害調書作成業務が含まれているため、緊急を要する。以上のこと
から、本業務は港湾構造物の現状条件や施工条件を十分熟知
し、かつ、迅速な業務遂行が必要不可欠である。当該法人は、港
湾施設の建設技術に関する調査・研究事例を多数有しており、本
業務を最も円滑に遂行するために必要な港湾建設に関する高度
な技術力を備えた唯一の公益法人であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの（１７年
度限り）

8211
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

工事帳票管理システム運用支
援業務

九州地方整備局副局長岩瀧
清治下関市竹崎町4-6-1

平成17年4月1日 24,885,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、工事
帳票管理システム運用支援業務については、管内において港湾Ｃ
ＡＬＳを運用するために必要となる、「工事帳票管理システム」の導
入・設定及び運用支援等（操作支援、説明会等）を実施するもので
ある。本業務を的確に遂行するためには、「工事帳票管理システ
ム」を熟知していることが必須要件であるとともに、工事帳票管理
システムを利用する多数の工事請負者（第三者）に対し中立性・
公平性を持って迅速に対処する必要がある。当該法人は、発注及
び施工に係るシステムに関する調査研究及びその開発と普及、並
びに、発注及び施工に係る技術に関する研修会・講習会等の開
催、刊行物の発行等を事業としており、特に本業務の施工に当
たって必要となる、施工に係るシステムに関する開発、及び、施工
に係る技術に関する研修会の開催に関し、高度な技術力と情報
量を有している。さらには、「工事帳票管理システム」を構築すると
ともに当該システムの著作権を有し、各整備局での「工事帳票管
理システム」の導入・設定及び運用支援に携わっており、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8212
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

博多港(中央埠頭地区)(-10m
岸壁）外２件災害復旧検討業
務

博多港湾・空港整備事務所長
元野一生福岡市中央区大手
門２－５－３３

平成17年4月1日 25,620,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、災害
復旧方策調査業務については、各被災施設において詳細な現地
調査を実施するとともに、有効な災害復旧工法の検討を行い、こ
れらの成果を災害報告書としてとりまとめるものである。また、災
害報告書は、直轄災害発生後３０日以内に提出する直轄港湾災
害調書作成業務が含まれているため、緊急を要する。以上のこと
から、本業務は港湾構造物の現状条件や施工条件を十分熟知
し、かつ、迅速な業務遂行が必要不可欠である。当該法人は、港
湾施設の建設技術に関する調査・研究事例を多数有しており、本
業務を最も円滑に遂行するために必要な港湾建設に関する高度
な技術力を備えた唯一の公益法人であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの（１７年
度限り）

8213
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

下関港現場技術業務
九州地方整備局下関港湾事
務所長小原和行下関市東大
和町2丁目10-2

平成17年4月1日 27,615,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8214
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

苅田港現場技術業務
苅田港湾事務所長麻生正利
福岡県京都郡苅田町港町

平成17年4月1日 28,339,500

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8215
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

北九州港現場技術業務
北九州港湾・空港整備事務所
長吉本靖俊北九州市門司区
西海岸１－４－４０

平成17年4月1日 32,550,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8216
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

博多港(箱崎埠頭地区)(北-
7.5m岸壁）災害復旧検討業務

博多港湾・空港整備事務所長
元野一生福岡市中央区大手
門２－５－３３

平成17年4月1日 35,070,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、災害
復旧方策調査業務については、各被災施設において詳細な現地
調査を実施するとともに、有効な災害復旧工法の検討を行い、こ
れらの成果を災害報告書としてとりまとめるものである。また、災
害報告書は、直轄災害発生後３０日以内に提出する直轄港湾災
害調書作成業務が含まれているため、緊急を要する。以上のこと
から、本業務は港湾構造物の現状条件や施工条件を十分熟知
し、かつ、迅速な業務遂行が必要不可欠である。当該法人は、港
湾施設の建設技術に関する調査・研究事例を多数有しており、本
業務を最も円滑に遂行するために必要な港湾建設に関する高度
な技術力を備えた唯一の公益法人であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの（１７年
度限り）

8217
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

博多港(香椎ﾊﾟｰｸﾎﾟｰﾄ地区)(-
7.5m岸壁)外２件災害復旧検
討業務

博多港湾・空港整備事務所長
元野一生福岡市中央区大手
門２－５－３３

平成17年4月1日 35,700,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、災害
復旧方策調査業務については、各被災施設において詳細な現地
調査を実施するとともに、有効な災害復旧工法の検討を行い、こ
れらの成果を災害報告書としてとりまとめるものである。また、災
害報告書は、直轄災害発生後３０日以内に提出する直轄港湾災
害調書作成業務が含まれているため、緊急を要する。以上のこと
から、本業務は港湾構造物の現状条件や施工条件を十分熟知
し、かつ、迅速な業務遂行が必要不可欠である。当該法人は、港
湾施設の建設技術に関する調査・研究事例を多数有しており、本
業務を最も円滑に遂行するために必要な港湾建設に関する高度
な技術力を備えた唯一の公益法人であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの（１７年
度限り）

8218
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

福岡空港現場技術業務
博多港湾・空港整備事務所長
元野一生福岡市中央区大手
門２－５－３３

平成17年4月1日 40,530,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8219
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

下関港（新港地区）安全管理
業務

九州地方整備局下関港湾事
務所長小原和行下関市東大
和町2丁目10-2

平成17年4月1日 42,000,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、工事
安全対策業務については、当該工事の作業情報等の収集・整理
を行うとともに、工事請負者や関係諸機関との連絡・調整を行うも
のである。本業務の履行にあたっては、当該港湾整備事業に対す
る優れた技術力とともに総合的な知見や経験、当該海域の特殊
性を熟知しているとともに、当局に代わって工事請負者や関係機
関と連絡、調整等の業務を行うことから、中立性・公平性の立場を
もって業務を行うことが必要である。当該法人は港湾・海岸・空港
建設事業の施工に関わる技術及びシステムに関する調査研究の
推進を目的に設立された公益法人であり、航路建設事業の施工
事例や技術資料を豊富に蓄積していることに加え、当該事業の実
施に係る豊富な経験を持つ有識者を多数有しており、それらのノ
ウハウを用いて中立的・公平的な立場で業務が遂行出来る唯一
の機関であり、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項
に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8220
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

博多港(ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ地区)(岸壁
(-14m))外２件災害復旧検討
業務

博多港湾・空港整備事務所長
元野一生福岡市中央区大手
門２－５－３３

平成17年4月1日 44,205,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、災害
復旧方策調査業務については、各被災施設において詳細な現地
調査を実施するとともに、有効な災害復旧工法の検討を行い、こ
れらの成果を災害報告書としてとりまとめるものである。また、災
害報告書は、直轄災害発生後３０日以内に提出する直轄港湾災
害調書作成業務が含まれているため、緊急を要する。以上のこと
から、本業務は港湾構造物の現状条件や施工条件を十分熟知
し、かつ、迅速な業務遂行が必要不可欠である。当該法人は、港
湾施設の建設技術に関する調査・研究事例を多数有しており、本
業務を最も円滑に遂行するために必要な港湾建設に関する高度
な技術力を備えた唯一の公益法人であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの（１７年
度限り）

8221
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

博多港現場技術業務
博多港湾・空港整備事務所長
元野一生福岡市中央区大手
門２－５－３３

平成17年4月1日 44,205,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8222
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

博多港(香椎ﾊﾟｰｸﾎﾟｰﾄ地
区)(岸壁(-13m))外２件災害復
旧検討業務

博多港湾・空港整備事務所長
元野一生福岡市中央区大手
門２－５－３３

平成17年4月1日 45,570,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、災害
復旧方策調査業務については、各被災施設において詳細な現地
調査を実施するとともに、有効な災害復旧工法の検討を行い、こ
れらの成果を災害報告書としてとりまとめるものである。また、災
害報告書は、直轄災害発生後３０日以内に提出する直轄港湾災
害調書作成業務が含まれているため、緊急を要する。以上のこと
から、本業務は港湾構造物の現状条件や施工条件を十分熟知
し、かつ、迅速な業務遂行が必要不可欠である。当該法人は、港
湾施設の建設技術に関する調査・研究事例を多数有しており、本
業務を最も円滑に遂行するために必要な港湾建設に関する高度
な技術力を備えた唯一の公益法人であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
のとしたもの（１７年
度限り）

8223
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

新北九州空港現場技術業務
北九州港湾・空港整備事務所
長吉本靖俊北九州市門司区
西海岸１－４－４０

平成17年4月1日 48,510,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8224
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

中津港現場技術業務
別府港湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東10-3-15

平成17年4月4日 13,860,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8225
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

佐伯港現場技術業務
別府港湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東10-3-15

平成17年4月4日 13,965,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8226
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

別府港海岸現場技術業務
別府港湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東10-3-15

平成17年4月4日 13,965,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8227
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

平戸瀬戸航路現場技術業務

九州地方整備局長崎港湾・空
港整備事務所長　中山政勝
長崎市小ヶ倉町３丁目７６－７
２

平成17年4月4日 14,280,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8228
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

長崎港・長崎空港現場技術業
務

九州地方整備局長崎港湾・空
港整備事務所長　中山政勝
長崎市小ヶ倉町３丁目７６－７
２

平成17年4月4日 14,490,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8229
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

大分港現場技術業務
別府港湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東10-3-15

平成17年4月4日 26,460,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8230 (社)日本潜水協会 苅田港水中部施工状況調査
苅田港湾事務所長麻生正利
福岡県京都郡苅田町港町

平成17年4月4日 4,620,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

8231
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

細島港現場技術業務
宮崎港湾・空港整備事務所長
岸良安治宮崎市港1-16

平成17年4月5日 14,175,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8232
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

志布志港現場技術業務
志布志港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町帖
6617-182

平成17年4月6日 26,880,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8233 (財)沿岸技術研究センター
空港滑走路舗装技術検討調
査

九州地方整備局下関港湾空
港技術調査事務所長吉田秀
樹下関市東大和町２－２９－１

平成17年4月8日 18,270,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8234
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

関門航路（大瀬戸六連地区）
施工検討調査

関門航路事務所長石原弘一
北九州市小倉北区西港町34

平成17年4月14日 8,295,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8235 (社)日本作業船協会 船舶技術調査
関門航路事務所長石原弘一
北九州市小倉北区西港町34

平成17年4月14日 2,037,000

(社)日本作業船協会との間で締結している港湾工事補助施設船
舶技術調査は、港湾工事等で使用する当局所有の作業船を良好
な状態で使用するための定期的な修理工事に関する技術調査を
行うものである。本調査の成果は、今後の維持更新計画に直結す
ることから、特定の者に有利とならないよう公平性、中立性をもっ
て業務を行うことが不可欠である。当該法人は、作業船及び作業
船に関する機械設備の技術向上及び開発を図ることを目的とした
公益法人で、これまでに作業船設計基準の作成や各種作業船の
構造設計、老朽化調査等の業務を実施した実績を有し、作業船に
ついて十分な知識を保持しており、本業務を的確かつ効率的に実
施でき、公平性・客観性についても確保されている唯一の機関で
あり、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地
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8236 (独)港湾空港技術研究所
防錆剤を用いた桟橋上部コン
クリート劣化調査委託

九州地方整備局下関港湾空
港技術調査事務所長吉田秀
樹下関市東大和町２－２９－１

平成17年4月14日 5,985,059

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している防錆剤を用いた桟
橋上部コンクリート劣化調査委託務を的確に遂行するためには、
コンクリート構造物に関する調査研究遂行能力を有するのみなら
ず、港湾構造物の維持・耐久性に関する総合的、かつ最新の知見
が必要である。当該法人は旧運輸省時代から現場と連携して、長
期にわたって現地暴露試験を実施し、その結果を踏まえ、コンク
リートの耐久性に関する優れた研究成果を挙げており（例えば文
献①：酒田港および鹿児島港に暴露したコンクリート梁の耐海水
性，港湾技研資料，No.614，1988）、実環境下でのコンクリートの
耐久性の実態に精通している。さらに当該法人は、人工的に海の
干満、飛沫を再現可能な施設（海水循環水槽）を用いて、30年以
上にもわたる長期の暴露試験や、より詳細なモニタリング等も実
施している（例えば文献②：30年間常時海水中に暴露されたコンク
リートの諸性質について、材料、第54巻、第８号、2005、pp.842-
849）．また当該法人は，塩害劣化予測を行うための「塩化物イオ
ン拡散プログラム」，港湾施設のライフサイクルマネジメントを効率
的に行うためのプログラムである「港湾施設マネジメントシステム」
を開発・所有している．このプログラムを所有するのは当該法人の
みであり、著作権を有している。本業務でもこれらの成果およびプ
ログラムを活用する必要があるが、こうした施設や成果を所有す
るのは当該法人のみであるとともに、コンクリートの耐久性に関し
て、現地調査および実験室レベルの両者の観点から研究を実施
し、優れた成果を挙げている研究機関は他に存在しない。
また、本業務は、国の港湾整備事業の実施に直結するものであ
り、今後の港湾行政に多大な影響を与えることから、公正、かつ中
立的な立場で実施する必要がある。
独立行政法人  港湾空港技術研究所は、公正かつ中立的立場か
ら港湾整備等に関する調査・研究及び技術開発等を行うことによ
り、効率的かつ円滑な港湾の整備等に資するとともに、港湾の整
備等に関する技術の向上を図ることを目的として設立されたもの
であり、港湾構造物に関する総合的・専門的知識を有しており、競
争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

8237
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

有明海干潟再生技術検討調
査

九州地方整備局下関港湾空
港技術調査事務所長吉田秀
樹下関市東大和町２－２９－１

平成17年4月15日 21,000,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）
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8238 (社)日本作業船協会 船舶技術調査
九州地方整備局下関港湾空
港技術調査事務所長吉田秀
樹下関市東大和町２－２９－１

平成17年4月15日 12,810,000

(社)日本作業船協会との間で締結している船舶技術調査は、当局
所有の作業船を良好な状態で使用するための定期的な修理工事
に関する技術調査を実施するものである。
本業務を的確に遂行するためには、各種船舶に関する基準、設
計、構造に関して専門的知識を有すると共に、船舶安全法に基づ
く検査関係法規並びに修理基準に精通し、公益性・公平性を持っ
て業務を実施する必要がある。
社団法人日本作業船協会は、定款において「作業船の性能向上
に関する調査研究」･「作業船及びこれに関連する機械設備及び
廃油処理施設並びに海洋性廃棄物処理施設の計画及び設計に
関する相談、受託及び監督」･「作業船及びこれに関連する機械設
備の資料の収集及び頒布」を事業としており、作業船及びこれに
関連する機械設備に関する高度な技術力と専門的知識・情報量
を有しており、公益性、公平性を持って業務を実施できる唯一の者
である。よって、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項
に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8239
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

有明・八代海海域環境検討業
務

熊本港湾・空港整備事務所長
中村義文
熊本市川尻2丁目８－６１

平成17年4月27日 29,925,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8240 (社)西部海難防止協会
関門航路整備情報安全管理
業務

関門航路事務所長石原弘一
北九州市小倉北区西港町34

平成17年4月28日 9,660,000

（社）西部海難防止協会との間で締結している安全管理業務は、
関門地区における航路浚渫等港湾整備事業の実施にあたり、請
負工事等の安全管理業務を行い、当該事業等の円滑な実施と通
行船舶の安全を確保するものである。本業務を的確に遂行するた
めには、狭隘で船舶の輻輳する関門地区の特性に精通している
のみならず、港湾工事及び海事における専門知識と経験・航行安
全行政機関等との情報共有・調整能力、公共工事の実施に際し
一般通航船舶や漁船などが工事区域に進入した場合の事故防止
のための臨機の措置能力、工事用船舶同士の安全確保のために
ついて事故防止の指導能力などを有し、請負者や第三者に対し公
益性・公平性を持って対処する必要がある。（社）西部海難防止協
会は、定款において「（１）海難の防止に関する事項の調査研究、
（２）港湾の整備に関する調査研究、（３）航路及び航路標識の整
備に関する調査研究、（４）海難防止に関する事項の周知宣伝及
び教育指導、（５）前各号に関する業務受託、（６）第１号から第４
号までの事業に関し必要な建議、（７）その他本会の目的を達成す
るために必要な事業」を事業としており、港湾全般に関する高度な
技術力と情報量を有し、本業務の遂行能力を満足している。当地
区においては、当該業務を遂行できる会社又は協会としては、海
事関係者が会員となっている公益法人（社）西部海難防止協会が
唯一である。よって、会計法第２９条の３第４項に基づき当協会と
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
（１９年度以降一般競
争入札に移行）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
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称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8241
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

泥質干潟再生手法検討調査
九州地方整備局下関港湾空
港技術調査事務所長吉田秀
樹下関市東大和町２－２９－１

平成17年5月10日 9,450,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8242 (財)沿岸技術研究センター
別府港海岸(北浜地区)計画検
討業務

別府港湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東10-3-15

平成17年5月12日 34,702,500

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8243 (社)九州地方計画協会
九州建設技術フォーラム
2005in福岡企画・広報業務

九州地方整備局下関港湾空
港技術調査事務所長吉田秀
樹下関市東大和町２－２９－１

平成17年5月19日 1,995,000

(社)九州地方計画協会との間で締結している九州建設技術フォー
ラム2005in福岡企画・広報業務については、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。
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
た法人であり、九州地方整備局が所掌する事業全体に精通してお
り渉外対応等が適切に処理できることから当フォ－ラムを円滑に
運営できる機関であり、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、競争を許さないことから会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から一般競争を実
施）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）
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8244
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

新若戸道路施工検討調査
北九州港湾・空港整備事務所
長吉本靖俊北九州市門司区
西海岸１－４－４０

平成17年5月20日 34,650,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8245 (社)日本潜水協会 下関港水中部施工状況調査
九州地方整備局下関港湾事
務所長小原和行下関市東大
和町2丁目10-2

平成17年5月20日 7,423,500

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

8246
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

大隅地域自然体験活動実施
方策検討調査

志布志港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町帖
6617-182

平成17年5月23日 2,100,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結されている、地域
活性化検討業務については、港湾施設を利用した地域活性化を
テーマとして、港湾やその周辺における諸施設の活用方策につい
て、地域住民団体等が主催して実施する取り組みの助言や検証
を経て、具体策を検討し提案するものである。当該法人は、ＮＰＯ
助成活動を通じ、各地域活動団体の活動内容を熟知している。ま
た、本業務の実施に当たっては、教育関係者やＮＰＯ法人等さま
ざまな主体と連携をとりながら、長期にわたる環境学習への問い
合わせに的確な指導ができる体制作りが求められることから、中
立的・公平的な立場から業務を行う必要がある。これらの条件を
満たす機関は当該法人をおいて他になく、競争をゆるさないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8247 (社)海洋調査協会
海象観測デ－タ信頼性維持検
討調査

九州地方整備局副局長岩瀧
清治下関市竹崎町4-6-1

平成17年5月24日 49,644,000

(社)海洋調査協会との間で締結している海象観測デ－タ信頼性維
持検討調査は管内に設置されている海象観測装置のデータ品質
を維持するために、海象観測装置の調査を実施し、海象観測装置
の総合所見と次年度の検討を行うものである。本業務を実施する
にあたっては、各観測地点の特性、設置状況及び観測目的等を
熟知し、信頼性の高いデータを確保するため観測データの適切な
評価が行えるとともに、海象観測装置の構造及び海象観測システ
ムの機能等についても熟知している必要がある。同法人は当該海
象観測装置の研究開発を行い、海洋調査のための技術マニュア
ルや安全管理指針等の作成も手がけていることから、信頼性の高
い観測データを常に公平かつ公正に提供するための技術維持と、
観測データの精度を確保するための海象観測装置の調整点検技
術を有している唯一の者であり、競争を許さないことから会計法第
２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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8248 (財)沿岸技術研究センター
別府港海岸（北浜地区２）技術
検討調査

九州地方整備局下関港湾空
港技術調査事務所長吉田秀
樹下関市東大和町２－２９－１

平成17年5月25日 10,395,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8249 (財)運輸政策研究機構 北部九州航空需要予測調査
九州地方整備局副局長岩瀧
清治下関市竹崎町4-6-1

平成17年5月26日 31,500,000

　(財)運輸政策研究機構との間で締結している北部九州航空需要
予測調査は、北部九州地域における航空需要予測を実施し、今
後の適切かつ円滑な空港の整備計画に資することを目的とするも
のである。そのため、空港の整備計画を検討する上で前提となる
航空需要予測の実施は、近年の社会経済情勢、航空規制緩和等
の様々な要因の変化に伴い、考慮すべき事項も多岐にわたる。こ
の航空需要予測の実施は、これらを適切に反映できる様、的確か
つ高度な情報収集能力及び分析能力が必要であるとともに、公
平・中立な立場で業務を進めることが必要である。本調査を遂行
するため、航空需要予測と密接に関連する福岡空港の空港能力
の評価と見極めの検討を行うが、この検討にあたっては航空需要
予測結果を用いて航空サービス指標の将来値を活用し、滑走路を
増設しない場合の福岡空港の能力の評価と見極めを行うことが必
要である。併せて、近隣空港との連携方策の検討を行うが、この
検討にあたっては事例分析等により実現可能性について検討を
行い、航空需要予測モデル等を用いて効果及び不便益を算出す
ることが必要である。財団法人　運輸政策研究機構は、交通運輸
に関する総合的な研究及び調査を実施し、交通運輸全般にわた
る政策の評価及び提言を行い、これにより交通運輸に関する政策
の策定に資するとともに、国民生活の質的向上、魅力ある地域社
会の創出、産業経済の発展及び国際的な共生の推進に貢献する
ことを目的として設立され、国内外の陸・海・空の交通運輸政策に
関して、広い視野と総合的な立場で研究調査が可能な唯一の法
人であり、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8250 (社)日本潜水協会
名瀬港外１港水中部施工状況
調査

九州地方整備局鹿児島港湾・
空港整備事務所長　関　憲一
鹿児島市城南町23-1

平成17年5月31日 4,515,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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8251
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

市民参加による閉鎖性海域環
境改善施策実施検証調査

九州地方整備局副局長岩瀧
清治下関市竹崎町4-6-1

平成17年6月8日 4,935,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8252 (社)日本潜水協会
長崎管内水中部施工状況調
査

九州地方整備局長崎港湾・空
港整備事務所長　中山政勝
長崎市小ヶ倉町３丁目７６－７
２

平成17年6月10日 3,391,500

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

8253 (社)日本潜水協会
別府港海岸水中部施工状況
調査

別府港湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東10-3-15

平成17年6月20日 2,394,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8254 (社)日本潜水協会
大分港災害復旧水中部施工
状況調査

別府港湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東10-3-15

平成17年6月20日 2,772,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

8255
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

北九州地域連携ネットワーク
構築手法検討調査

北九州港湾・空港整備事務所
長吉本靖俊北九州市門司区
西海岸１－４－４０

平成17年6月23日 3,390,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結されている、地域
活性化検討業務については、港湾施設を利用した地域活性化を
テーマとして、港湾やその周辺における諸施設の活用方策につい
て、地域住民団体等が主催して実施する取り組みの助言や検証
を経て、具体策を検討し提案するものである。当該法人は、ＮＰＯ
助成活動を通じ、各地域活動団体の活動内容を熟知している。ま
た、本業務の実施に当たっては、教育関係者やＮＰＯ法人等さま
ざまな主体と連携をとりながら、長期にわたる環境学習への問い
合わせに的確な指導ができる体制作りが求められることから、中
立的・公平的な立場から業務を行う必要がある。これらの条件を
満たす機関は当該法人をおいて他になく、競争をゆるさないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8256 (独)港湾空港技術研究所
泥質干潟地盤環境の評価手
法に関する技術検討調査委託

九州地方整備局下関港湾空
港技術調査事務所長吉田秀
樹下関市東大和町２－２９－１

平成17年6月23日 9,991,340

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している泥質干潟地盤環
境の評価手法に関する技術検討調査委託では、干潟地盤の土砂
環境に関するモニタリングが重要であり、これを実施するために
は、海岸工学と地盤工学の学際分野である水際地盤学の手法を
活用しなければならない。(独)港湾空港技術研究所はわが国で唯
一、室内で干潟環境が再現可能な干潟実験施設において１０年以
上に及ぶ実験を実施しデータを蓄積しており、干潟に関する生態
学、水理学、地盤工学的知見を総合した唯一の研究機関となって
いる。特に、当該契約の特徴である地盤環境動態に着目した干潟
研究を遂行する世界唯一の研究機関であり、論文等による成果
公表を通じてその重要性が認識され始めたところである。さらに、
上述の干潟土砂環境モニタリングにおいては、調査計画の立案か
ら、観測実施、データ取得、結果の解析に至る全てのプロセスで、
独立行政法人港湾空港技術研究所が独自に開発した土質データ
ベース並びに解析プログラムの活用が不可欠であり、またそのプ
ログラムの著作権を有しており、他にこれを所有する者はいない。
このように、当該法人は本業務を実施可能な唯一の者のである。
また、本件委託業務は国の港湾整備事業の実施に直結する業務
であり、今後の港湾行政に大きな影響を与えうるという業務の性
格上、公正かつ中立的な立場から委託業務を行える機関であるこ
とが必要である。(独)港湾空港技術研究所は、独立行政法人通則
法に則って設立された機関であり、公正かつ中立的な立場から研
究を実施することとされており、競争を許さないことから会計法第２
９条の３第４項に該当するため。（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
移行したもの（１９年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
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（円）
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8257
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

宮崎港港湾構造物健全度点
検・評価調査

宮崎港湾・空港整備事務所長
岸良安治宮崎市港1-16

平成17年6月24日 15,225,000

　我が国の港湾施設のストック量の増加及び老朽化の進展等に
伴い、今後、必要な施設を「新たにつくる」だけでなく、「既存のもの
を大切に使い、できるだけ長持ちさせる」ことが益々重要視されて
おり、このため港湾施設が劣化する前に予防的な措置がとれるよ
う劣化状況等の把握に努める必要がある。
　本調査は、高度な技術力をもって、既存の港湾構造物の劣化状
況等を施設の各部位ごとに詳細に点検・評価するとともに、現場
条件や施工条件等も踏まえつつ総合的見地から港湾構造物全体
としての健全度を総合評価するものである。
　このため本業務を履行するには、公平・中立な立場から施設の
現状を把握し、適切に評価を行うことが必要であり、港湾構造物
の現場条件や施工条件に熟知し、港湾構造物の維持管理にも精
通していることが必要不可欠である。
　財団法人港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾等の建
設・維持管理事業の施工等に係る技術及びシステムに関する調
査研究の推進、並びに事業実施の支援等を行うことを目的とした
唯一の公益法人であり、港湾構造物等の施工・維持管理に係る
高度な技術力及び知識を有しており、本調査を実施できる唯一の
機関である。
　よって、会計法第29条の3第4項に基づき、財団法人港湾空港建
設技術サービス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
（１９年度以降一般競
争入札に移行）

8258
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

苅田港港湾構造物健全度点
検・評価調査

苅田港湾事務所長麻生正利
福岡県京都郡苅田町港町

平成17年7月4日 11,340,000

本業務は九州地方整備局　苅田港湾事務所内の国有港湾施設
について、現況を把握するため点検診断を実施するものである。
本業務を的確に遂行するためには、公平・中立な立場から施設の
状況を適切に評価するとともに、港湾構造物の現場条件や施工技
術に熟知したうえで港湾構造物の維持管理にも精通していること
が必要不可欠である。財団法人港湾空港建設技術サービスセン
ターは、港湾等の建設・維持管理事業の施工等に係る技術及び
システムに関する調査研究の推進並びに事業実施の支援等を行
うことを目的とした唯一の公益法人であり、港湾構造物等の施工・
維持管理に係る高度な技術力及び知識を有している。従って、財
団法人港湾空港建設技術サービスセンター以外に当該業務を遂
行できる者はいない。よって、会計法第２９条の３第４項に基づき、
財団法人港湾空港建設技術サービス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
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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8259
(社)日本マリーナ・ビーチ協
会

別府港海岸利活用検討業務
別府港湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東10-3-15

平成17年7月5日 4,987,500

　(社)日本マリーナ・ビーチ協会との間で締結している別府港海岸
利活用検討業務は、これまでの別府港海岸整備計画策定におけ
るPIの成果から利活用に関する意見を整理するとともに、先進事
例調査や市民ニーズの把握を行い、「利活用基本方針（案）」を策
定するものである。本業務の実施に当たっては、別府港海岸にお
いて整備を行う海岸施設が、高潮に対する「防護」を第一とする
が、極力市民の「利用」を可能とする整備が望まれていることか
ら、施設開放後の安全管理に関する検討も含め、地域の特性や
実情を踏まえた海岸の利活用について十分な検討を行っていくこ
とが必要となる。そのためには、海岸の整備、管理、運営等多岐
にわたる検討業務と併せて、調査研究についての幅広い知識と経
験を有し、また、国土交通省所管の海岸管理に関し広く精通して
いることも必要である。（社）日本マリーナ・ビーチ協会は、マリー
ナ及びビーチの整備及び運営に関する調査研究、マリーナ事業
及びビーチ事業に関し必要な指導を行う等により、ビーチ及び
ビーチ事業の健全な発展を図り、以て健全な海洋性レクリエーショ
ンの振興に寄与することを目的として設立され、類似の計画調査
事例を多数有し、本業務を円滑に遂行できる我が国唯一の公益
法人であり、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に
該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8260 (独)港湾空港技術研究所
埋没予測モデルに関する研究
調査委託

九州地方整備局下関港湾空
港技術調査事務所長吉田秀
樹下関市東大和町２－２９－１

平成17年7月7日 5,997,787

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している埋没予測モデルに
関する研究調査委託の実施にあたっては、当該法人が開発し、利
用及び保有してきた「埋没予測数値シミュレーションモデル」を使
用することが不可欠であるとともに、埋没予測数値シミュレーショ
ンをはじめとする調査研究分野における高度な知見に加え、底質
堆積特性に関する幅広い知識を有することが必要である。さらに
埋没予測モデルの精度向上は、今後の港湾施設整備等の検討に
大きく影響を及ぼすため、このモデルの開発を公平・中立的な立
場で適切に実施しなければならない。
独立行政法人港湾空港技術研究所は、上記の条件を満たすとと
もに、新たな埋没予測数値シミュレーションモデルの開発と計算結
果の評価に向けた検討を行うための底質堆積特性やシルテーショ
ン特性に関する現地データの蓄積と高度な解析技術を有している
国内で唯一の機関であり、またそのシミュレーションモデルの著作
権を有しており、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項
に該当するため。（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)
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8261 (社)西部海難防止協会
関門航路整備情報安全管理
業務（第２次）

関門航路事務所長石原弘一
北九州市小倉北区西港町34

平成17年7月8日 17,745,000

（社）西部海難防止協会との間で締結している安全管理業務は、
関門地区における航路浚渫等港湾整備事業の実施にあたり、請
負工事等の安全管理業務を行い、当該事業等の円滑な実施と通
行船舶の安全を確保するものである。本業務を的確に遂行するた
めには、狭隘で船舶の輻輳する関門地区の特性に精通している
のみならず、港湾工事及び海事における専門知識と経験・航行安
全行政機関等との情報共有・調整能力、公共工事の実施に際し
一般通航船舶や漁船などが工事区域に進入した場合の事故防止
のための臨機の措置能力、工事用船舶同士の安全確保のために
ついて事故防止の指導能力などを有し、請負者や第三者に対し公
益性・公平性を持って対処する必要がある。（社）西部海難防止協
会は、定款において「（１）海難の防止に関する事項の調査研究、
（２）港湾の整備に関する調査研究、（３）航路及び航路標識の整
備に関する調査研究、（４）海難防止に関する事項の周知宣伝及
び教育指導、（５）前各号に関する業務受託、（６）第１号から第４
号までの事業に関し必要な建議、（７）その他本会の目的を達成す
るために必要な事業」を事業としており、港湾全般に関する高度な
技術力と情報量を有し、本業務の遂行能力を満足している。当地
区においては、当該業務を遂行できる会社又は協会としては、海
事関係者が会員となっている公益法人（社）西部海難防止協会が
唯一である。よって、会計法第２９条の３第４項に基づき当協会と
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
（１９年度以降一般競
争入札に移行）

8262 (財)沿岸技術研究センター 新北九州空港埋立検討調査
九州地方整備局下関港湾空
港技術調査事務所長吉田秀
樹下関市東大和町２－２９－１

平成17年7月13日 49,875,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8263 (社)日本潜水協会
志布志港水中部施工状況調
査

志布志港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町帖
6617-182

平成17年7月14日 6,678,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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8264 (社)日本潜水協会
熊本管内水中部施工状況調
査

熊本港湾・空港整備事務所長
中村義文
熊本市川尻2丁目８－６１

平成17年7月20日 1,260,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

8265 (財)沿岸技術研究センター 埋没対策工法検討調査
九州地方整備局下関港湾空
港技術調査事務所長吉田秀
樹下関市東大和町２－２９－１

平成17年7月21日 11,865,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術開発調査につい
ては、現状技術の幅広い調査を行い、その結果をもとに建設コス
ト縮減、工期短縮を目指した新構造について検討を行うものであ
る。本業務を実施するためには、関係法規、港湾構造物の基本計
画等の熟知に加え、豊富な港湾技術の知見を有し、その設計・施
工技術に精通していること、並びに高度な技術力及び専門知識を
必要とする。当該法人は、港湾構造物等の基本計画・施工の技術
的課題の検討、港湾技術・造船技術等のプログラム開発、海象
データの収集・解析、技術マニュアル等の作成、港湾構造物の設
計、空港構造物等の基本計画に係る調査等多岐にわたる業務を
行っており、港湾空港全般に関する高度な技術力及び知識を備え
た法人であり、これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他
にはなく、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8266
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

新若戸道路航行安全検討調
査

北九州港湾・空港整備事務所
長吉本靖俊北九州市門司区
西海岸１－４－４０

平成17年7月25日 19,320,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、船舶
航行安全検討調査については、港湾整備事業の実施にあたり、
経済性、施工性等を考慮した合理的な施工検討を行うとともに、
作業船及び航行船舶相互の安全と作業の円滑な遂行を図るべく
航行安全対策を行うため、学識経験者及び海事関係者等で構成
する委員会等を設置し検討するものである。本業務を遂行するた
めには、港湾工事の施工管理・安全管理等に精通し、かつ海上保
安部及び港湾管理者をはじめとする関係行政機関等に対する広
範かつ高度な調整能力、並びに航行安全に対する高度な専門知
識が必要不可欠である。特に、特殊な沈埋工法・施工全般につい
ては、高度な技術力及びノウハウを有していることが重要である。
また、本業務は、航行船舶の安全確保及び工事作業の安全施工
の検討を行うために学識経験者及び海事関係者等による委員会
を設置することから、中立性・公平性に配慮した委員の選定や資
料提供も必要である。当該法人は、「港湾の建設・維持管理事業
の発注及び施工に係る技術及びシステムに関する調査研究の推
進並びに事業実施の支援等により、港湾の建設・維持管理事業
のより一層円滑な執行を図り、もって港湾整備の推進と我が国経
済の発展に寄与する」ことを目的とした設立された法人であり、港
湾工事の発注・施工に関するシステムの調査研究・開発と普及、
港湾建設情報データベースの整備と情報の提供、港湾建設技術
に関する調査研究及び技術支援業務等を行っており、港湾全般
に関する高度な技術力及び情報量を有している法人である。従っ
て、本業務を円滑に遂行するためには、当該法人をおいて他にな
く、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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8267 (社)西部海難防止協会
新若戸道路海上工事安全管
理業務（第２次）

北九州港湾・空港整備事務所
長吉本靖俊北九州市門司区
西海岸１－４－４０

平成17年7月27日 33,075,000

（社）西部海難防止協会との間で締結している安全管理業務は、
関門地区における航路浚渫等港湾整備事業の実施にあたり、請
負工事等の安全管理業務を行い、当該事業等の円滑な実施と通
行船舶の安全を確保するものである。本業務を的確に遂行するた
めには、狭隘で船舶の輻輳する関門地区の特性に精通している
のみならず、港湾工事及び海事における専門知識と経験・航行安
全行政機関等との情報共有・調整能力、公共工事の実施に際し
一般通航船舶や漁船などが工事区域に進入した場合の事故防止
のための臨機の措置能力、工事用船舶同士の安全確保のために
ついて事故防止の指導能力などを有し、請負者や第三者に対し公
益性・公平性を持って対処する必要がある。（社）西部海難防止協
会は、定款において「（１）海難の防止に関する事項の調査研究、
（２）港湾の整備に関する調査研究、（３）航路及び航路標識の整
備に関する調査研究、（４）海難防止に関する事項の周知宣伝及
び教育指導、（５）前各号に関する業務受託、（６）第１号から第４
号までの事業に関し必要な建議、（７）その他本会の目的を達成す
るために必要な事業」を事業としており、港湾全般に関する高度な
技術力と情報量を有し、本業務の遂行能力を満足している。当地
区においては、当該業務を遂行できる会社又は協会としては、海
事関係者が会員となっている公益法人（社）西部海難防止協会が
唯一である。よって、会計法第２９条の３第４項に基づき当協会と
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
（１９年度以降一般競
争入札に移行）

8268
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

宮崎空港現場技術業務
宮崎港湾・空港整備事務所長
岸良安治宮崎市港1-16

平成17年8月4日 10,825,500

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入
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8269 (独)港湾空港技術研究所
埋設有孔管に関する研究調査
委託

九州地方整備局下関港湾空
港技術調査事務所長吉田秀
樹下関市東大和町２－２９－１

平成17年8月4日 5,990,402

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している埋設有孔管に関
する研究調査委託は、埋設有孔管による浚渫工法について設置・
運用・管理を含め総合的にコスト縮減方策を検討するものである。
実施にあたっては、航路や泊地に堆積した泥土等の浚渫工法や、
埋設有孔管による集積・輸送工法に関する深い知見と幅広い知
識を有するとともに、埋設有孔管による浚渫工法について設置・運
用・管理を含め総合的にコスト縮減方策を検討する必要があるた
め公平・中立的な立場で適切に実施しなければならない。また、こ
れまで独立行政法人港湾空港技術研究所では、河川・河口域に
位置する港湾の埋設有孔管による土砂の集積・輸送・排土工法を
考案しており、その結果「水底土砂排除装置、及び水底土砂の排
除方法」(特許第3723852号）、｢水底土砂除去装置、及び水底土
砂除去装置」(特許第3716311号）及び「水底土砂除去工法、及び
水底土砂除去装置」（特許第3424008号）の特許を有しており、こ
れを活用しなければ本研究の実施は不可能である。さらに、同所
ではその工法の実用化に関する各種水槽実験、現地実証実験及
び研究調査を行っている。
このように、独立行政法人港湾空港技術研究所は、埋設有孔管
による集積・輸送・排土工法に関する幅広い知識、及び高度な知
見を有しているため、埋設有孔管による航路や泊地に堆積した土
砂・泥土の浚渫工法を検討できる国内で唯一の機関であり、公
平・中立的な立場で本業務の目的を達成できる唯一の相手と判断
され、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

8270 (社)日本港湾協会
関門航路危機管理システム基
礎検討調査

九州地方整備局副局長岩瀧
清治下関市竹崎町4-6-1

平成17年8月5日 57,750,000

日本港湾協会との間で締結している、開発保全航路の危機管理
に関する業務については、開発保全航路における保全管理機能
強化を図るために危機管理システムの構築に向けた基礎検討を
行うものであり、国際幹線航路として重要な当該航路における危
機管理システムの内容の漏洩は、実効性を伴うテロ計画の構築
やテロ行為の実行に利用されるおそれがあるため、我が国の保安
対策上、極めて機密性の高いものである。本業務実施にあたって
は、米国同時多発テロを受けて、世界中の船舶所有者、港湾管理
者等に保安の確保のための措置を義務付けた海上人命安全条約
及びその国内法である「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安
の確保等に関する法律」を踏まえた港湾保安対策にかかる保安
規定及び保安機器設備に関する優れた知見を有していることは勿
論のこと、保安上の秘密保持を厳守できることが不可欠である。
当該法人は、港湾に関する資料の収集、港湾政策の総合的な調
査・研究を行い、その成果の普及を通じて港湾施設整備と管理の
改善を促進し、もって産業の振興と貿易の伸展等に寄与するため
の多岐にわたる業務を行っており、また、「港湾保安対策室」を設
置し、港湾保安業務に関する専門知識を豊富に有しているととも
に、秘密の保全を講じつつ業務を実施するための十分な組織体
制が整っている。加えて港湾管理者等を会員としており、港湾にか
かる調査・計画・整備・管理・運営等の総合かつ高度な情報の蓄
積がある。また、平成１６年度において「国際港湾施設保安対策検
討調査」等の調査を実施し、港湾の保安措置に関する高度な知
見、ノウハウを有している。これらの情報は特に守秘義務を要する
ものであるため、特定の団体以外にこれらの情報を扱わせること
はできず、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（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)



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8271 (財)沿岸技術研究センター 管内港湾地震動調査
九州地方整備局下関港湾空
港技術調査事務所長吉田秀
樹下関市東大和町２－２９－１

平成17年8月18日 35,175,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している地震動分析業務は、
港湾基準の改定に伴い、今後、港湾施設の耐震設計において必
要となる各港湾毎の地震動を確立するための調査を主に行うもの
である。本業務を円滑に遂行するためには、港湾施設の耐震性に
関する技術的な蓄積はもとより、港湾構造物の設計・施工などの
港湾技術について総合的に検討し、判断できる専門知識が必要
である。また、有識者等によるワーキングを開催し、管内の特定重
要港湾および重要港湾における地震を想定し、地震波形を算定
することは、今後の港湾施設の展開へも影響を及ぼすことから、
公平・中立的な立場で適切に判断し、高度かつ幅広い知見を持っ
て評価検討することが重要となるため、公益性の高い法人との契
約が必要である。当該法人は、沿岸域の開発、利用及び保全に
係る港湾技術、造船技術並びにこれらに関連する技術に関する
調査、試験及び研究を実施しており、港湾施設について多くの設
計知識の実績を持つだけでなく、港湾施設に関する広い知見や豊
富な知識と多くの情報を有している唯一の者であり、競争を許さな
いことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8272
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

志布志港（新若浜地区）施工
計画検討調査

志布志港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町帖
6617-182

平成17年8月24日 11,865,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8273 (財)沿岸技術研究センター
八代港防災整備計画検討業
務

熊本港湾・空港整備事務所長
中村義文
熊本市川尻2丁目８－６１

平成17年8月25日 34,860,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している、高潮対策工技術検
討業務については、港湾空港等における高潮対策工の防護効果
を検証し、高潮対策施設整備の基礎資料としてとりまとめるもので
ある。本業務を実施するためには、高潮対策に対する豊富な知識
を有し、現在普及している非線形長波理論の二次元モデルに海水
の密度構造及びウェーブ・セットアップを考慮した準三次元モデル
を活用してより精度の高い浸水予測などを行い、その検討結果に
ついて工学的な見地から対策工の防護効果の可否を判断する高
度な専門知識を必要とする。当該法人は、同法人内に「沿岸防災
技術研究所」を有し、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る
港湾技術に関する豊富な調査研究実績を誇っており、また海水の
密度構造等を考慮した準三次元モデルを開発しており、沿岸域に
おける防災に関する研究に対し、より迅速に、より体系的に取り組
むことができる唯一の者であり、準三次元モデルの著作権を有し
ており、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当
するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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8274
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

博多港港湾構造物健全度点
検・評価調査

博多港湾・空港整備事務所長
元野一生福岡市中央区大手
門２－５－３３

平成17年8月25日 13,125,000

   我が国の港湾施設のストック量の増加及び老朽化の進展等に
伴い、今後、必要な施設を「新たにつくる」だけでなく、「既存のもの
を大切に使い、できるだけ長持ちさせる」ことが益々重要視されて
おり、このため、港湾施設が劣化する前に予防的な措置がとれる
よう劣化状況等の把握に努める必要がある。本調査は、高度な技
術力をもって、既存の港湾構造物の劣化状況等を施設の各部位
ごとに詳細に点検・評価するとともに、現場条件や施工条件等も
踏まえつつ総合的見地から港湾構造物全体としての健全度を総
合評価するものである。今回調査の対象とする２施設は、昭和４９
～５０年度、及び５７～６１年度に建設　された桟橋式岸壁であり
供用後２９年、及び１８年経過した現在、老朽化が進行して　おり、
劣化や損傷等、外観上様々な症状が見られる。このため、本業務
を履行するためには、公平・中立な立場から施設の状況を適切に
評価を行うことが必要であり、港湾構造物の現場条件や施工技術
に熟知したうえで港湾構造物の維持管理にも精通していることが
必要不可欠である。財団法人港湾空港建設技術サービスセン
ターは、港湾等の建設・維持管理事業の施工等に係る技術及び
システムに関する調査研究の推進並びに事業実施の支援等を行
うことを目的とした唯一の公益法人であり、港湾構造物等の施工・
維持管理に係る高度な技術力及び知識を有しており、本調査を実
施できる唯一の機関である。よって、会計法第２９条の３第４項に
基づき、財団法人港湾空港建設技術サービス　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
（１９年度以降一般競
争入札に移行）

8275 (社)日本港湾協会
志布志港（新若浜地区）埠頭
保安設備検討業務

志布志港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町帖
6617-182

平成17年8月30日 13,545,000

日本港湾協会との間で締結している、港湾保安対策に関する検
討業務については、米国同時多発テロを受けて、世界中の船舶所
有者、港湾管理者等に保安の確保のための措置を義務付けた海
上人命安全条約及びその国内法である「国際航海船舶及び国際
港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づく、港湾保安対策
のあり方と保安対策施設の配置計画を検討し、当該港湾の保安
体制の強化を図るものであり、当該業務内容の漏洩は、実効性を
伴うテロ計画の構築やテロ行為の実行に利用されるおそれがある
ため、極めて機密性の高いものである。本業務の実施にあたって
は、港湾保安に関する機密情報の保全を講じつつ、起こりうる保
安事態に対応した港湾保安対策及び保安対策施設の配置に関す
る検討を行う必要があることから、秘密保全の組織体制が十分整
備されているとともに、港湾における管理・運営に関する総合的な
知識や実態の把握、保安措置に関する幅広い知見と情報を有す
ることが不可欠である。当該法人は、港湾に関する資料の収集、
港湾政策の総合的な調査・研究を行い、その成果の普及を通じて
港湾施設整備と管理の改善を促進し、もって産業の振興と貿易の
伸展等に寄与するための多岐にわたる業務を行っており、また、
「港湾保安対策室」を設置し、港湾保安業務に関する専門知識を
豊富に有しているとともに、秘密の保全を講じつつ業務を実施する
ための十分な組織体制が整っている。加えて港湾管理者等を会
員としており、港湾にかかる調査・計画・整備・管理・運営等の総
合かつ高度な情報の蓄積がある。また、平成１６年度において「国
際港湾施設保安対策検討調査」等の調査を実施し、港湾の保安
措置に関する高度な知見、ノウハウを有している。これらの情報は
特に守秘義務を要するものであるため、特定の団体以外にこれら
の情報を扱わせることはできず、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（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)



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地
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8276 (財)沿岸技術研究センター
自然エネルギー活用促進検討
調査

九州地方整備局下関港湾空
港技術調査事務所長吉田秀
樹下関市東大和町２－２９－１

平成17年8月31日 9,450,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術開発調査につい
ては、現状技術の幅広い調査を行い、その結果をもとに建設コス
ト縮減、工期短縮を目指した新構造について検討を行うものであ
る。本業務を実施するためには、関係法規、港湾構造物の基本計
画等の熟知に加え、豊富な港湾技術の知見を有し、その設計・施
工技術に精通していること、並びに高度な技術力及び専門知識を
必要とする。当該法人は、港湾構造物等の基本計画・施工の技術
的課題の検討、港湾技術・造船技術等のプログラム開発、海象
データの収集・解析、技術マニュアル等の作成、港湾構造物の設
計、空港構造物等の基本計画に係る調査等多岐にわたる業務を
行っており、港湾空港全般に関する高度な技術力及び知識を備え
た法人であり、これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他
にはなく、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8277 (財)沿岸技術研究センター
東南海・南海地震津波による
港湾被害対策検討調査

九州地方整備局下関港湾空
港技術調査事務所長吉田秀
樹下関市東大和町２－２９－１

平成17年8月31日 29,610,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している、津波対策工技術検
討業務については、想定津波の数値シミュレーションを行い、港湾
空港等における津波対策工の防護効果を検証し、津波対策施設
整備の基礎資料としてとりまとめるものである。本業務を実施する
ためには、中央防災会議等でまとめられる地震活動の長期評価
に知見があることに加え、津波の影響範囲及び対策工の効果をよ
り適切に把握する観点から、一般的に普及している二次元数値シ
ミュレーションではなく、今後はより精度の高い三次元数値シミュ
レーションを活用し、その演算結果について工学的な見地から対
策工効果の可否を判断する高度な専門知識を必要とする。当該
法人は、同法人内に「沿岸防災技術研究所」を有し、沿岸域の開
発、利用、保全及び防災に係る港湾技術に関する豊富な調査研
究実績を誇っており、三次元数値シミュレーション改良に関する共
同研究を実施中であり、沿岸域における防災に関する研究に対
し、より迅速に、より体系的に取り組むことができる唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8278 (財)沿岸技術研究センター 新技術活用方策検討調査
九州地方整備局下関港湾空
港技術調査事務所長吉田秀
樹下関市東大和町２－２９－１

平成17年9月15日 14,605,500

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術開発調査につい
ては、現状技術の幅広い調査を行い、その結果をもとに建設コス
ト縮減、工期短縮を目指した新構造について検討を行うものであ
る。本業務を実施するためには、関係法規、港湾構造物の基本計
画等の熟知に加え、豊富な港湾技術の知見を有し、その設計・施
工技術に精通していること、並びに高度な技術力及び専門知識を
必要とする。当該法人は、港湾構造物等の基本計画・施工の技術
的課題の検討、港湾技術・造船技術等のプログラム開発、海象
データの収集・解析、技術マニュアル等の作成、港湾構造物の設
計、空港構造物等の基本計画に係る調査等多岐にわたる業務を
行っており、港湾空港全般に関する高度な技術力及び知識を備え
た法人であり、これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他
にはなく、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8279
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

宮崎港（西地区）岸壁（-7.5m）
（改良）施工検討調査

宮崎港湾・空港整備事務所長
岸良安治宮崎市港1-16

平成17年9月26日 13,545,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8280
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

新若戸道路計測施工管理調
査（第２次）

北九州港湾・空港整備事務所
長吉本靖俊北九州市門司区
西海岸１－４－４０

平成17年9月30日 29,610,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、計測
施工管理業務は、各施工段階における山留工の挙動並びに周辺
地盤の変状等の計測データを整理・解析するとともに、計測施工
管理システムの保守管理を実施するものであり、厳しい作業環境
下で複数の工事を平行して実施することから、施工情報の一元管
理と情報の共有化を図りながら円滑に工事を進める必要がある。
当該システムに基づき本業務を円滑かつ確実に履行するために
は、当該工事の施工に関する豊富なデータと高度な知見を有する
技術者の判断が必要であるとともに、現場特性を十分把握し、情
報技術に対応した計測施工管理に関する知識と技術力を有して
いることが不可欠である。また、その計測結果は工事成績評定に
も反映されるため、中立的・公平的な立場で調査を進めることが必
要であり、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8281
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

北九州港現場技術業務（第２
次）

北九州港湾・空港整備事務所
長吉本靖俊北九州市門司区
西海岸１－４－４０

平成17年9月30日 32,550,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8282
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

北九州港港湾構造物健全度
点検・評価調査

北九州港湾・空港整備事務所
長吉本靖俊北九州市門司区
西海岸１－４－４０

平成17年10月4日 21,315,000

　本調査は、既存の港湾構造物の劣化状況等を施設の各部位ご
とに詳細に点検・評価するとともに、現場条件や施工条件等も踏
まえつつ総合的見地から港湾構造物全体としての健全度を高度
な技術力をもって、総合評価するものである。
　本業務を履行するためには、公平・中立な立場から施設の状況
を適切に評価するとともに、港湾構造物の現場条件や施工技術を
熟知したうえで港湾構造物の維持管理にも精通していることが必
要不可欠である。
　財団法人港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾等の建
設・維持管理事業の施工等に係る技術及びシステムに関する調
査研究の推進並びに事業実施の支援等を行うことを目的とした唯
一の公益法人であり、港湾構造物等の施工・維持管理に係る高
度な技術力及び知識を有している。従って、財団法人港湾空港建
設技術サービスセンター以外に当該業務を遂行できる者はいな
い。よって、会計法第２９条の３第４項に基づき、財団法人港湾空
港建設技術サービス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
（１９年度以降一般競
争入札に移行）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8283 (社)日本作業船協会
無磁探・無係留式浚渫船開発
技術検討調査

九州地方整備局下関港湾空
港技術調査事務所長吉田秀
樹下関市東大和町２－２９－１

平成17年10月13日 38,325,000

　社)日本作業船協会との間で締結している無磁探・無係留式浚
渫船開発技術検討調査は、急潮流にも対応できる船体位置保持
システム、軟衝撃吸入装置等を装備する無磁探･無係留式浚渫船
を開発するため、学識経験者等による委員会を設置し検討するも
のである。本業務を的確に遂行するためには、港湾工事における
各種作業船及び機械設備の設計・構造・規格等に関する深い知
見と幅広い専門知識を有すると共に、無磁探・無係留式浚渫装置
の開発について総合的に検討・判断できる高度な能力を要する。
さらに、本業務は開発的要素が大きく、今後の施工技術に影響を
与えることとなるため、公益性・中立性に配慮した検討も必要であ
る。
　  社団法人日本作業船協会は、定款において「作業船の性能向
上に関する調査研究」･「作業船及びこれに関連する機械設備及
び廃油処理施設の調査研究」･「作業船による工事施工の調査研
究」･「作業船及びこれに関連する機械設備の資料の収集及び頒
布」・「作業船及び作業船に関連する機械設備に関し、関係官庁
に対する意見の具申及び関係団体との連絡協調」等を主な事業と
しており、作業船及びこれに関連する機械設備に関する高度な技
術力と専門的知識・情報量を有している。又、過年度において、本
業務に深く通じる自動係船システムの開発実績もある。
　このように社団法人日本作業船協会は、作業船及びこれに関連
する機械設備について他にはない高度な知見及を有しているとと
もに、公平・中立的な立場で本業務の目的を達成できる唯一の相
手と判断され、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項
に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8284
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

港湾施設情報システム改良
九州地方整備局下関港湾空
港技術調査事務所長吉田秀
樹下関市東大和町２－２９－１

平成17年10月20日 15,109,500

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、港湾
施設情報システム改良等業務については、国土技術政策総合研
究所と当該法人とで共同開発し、平成１３年度より運用開始してい
る当該システムの改良を行うものである。当該法人は、本システ
ムに精通していることに加え、事業実施の支援等に関する専門的
知識を有しており、かつ、当該システムの著作権を保有しており、
当該システムの改良等業務を円滑に行うことが出来る唯一の者で
あり、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

8285
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

名瀬港みなとまちづくり検討調
査

九州地方整備局鹿児島港湾・
空港整備事務所長　関　憲一
鹿児島市城南町23-1

平成17年10月21日 6,982,500

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結されている、地域
活性化検討業務については、港湾施設を利用した地域活性化を
テーマとして、港湾やその周辺における諸施設の活用方策につい
て、地域住民団体等が主催して実施する取り組みの助言や検証
を経て、具体策を検討し提案するものである。当該法人は、ＮＰＯ
助成活動を通じ、各地域活動団体の活動内容を熟知している。ま
た、本業務の実施に当たっては、教育関係者やＮＰＯ法人等さま
ざまな主体と連携をとりながら、長期にわたる環境学習への問い
合わせに的確な指導ができる体制作りが求められることから、中
立的・公平的な立場から業務を行う必要がある。これらの条件を
満たす機関は当該法人をおいて他になく、競争をゆるさないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8286
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

三池港(内港北地区)航路(-
10m)船舶航行安全検討調査

博多港湾・空港整備事務所長
元野一生福岡市中央区大手
門２－５－３３

平成17年10月26日 23,415,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、船舶
航行安全検討調査については、港湾整備事業の実施にあたり、
経済性、施工性等を考慮した合理的な施工検討を行うとともに、
作業船及び航行船舶相互の安全と作業の円滑な遂行を図るべく
航行安全対策を行うため、学識経験者及び海事関係者等で構成
する委員会等を設置し検討するものである。本業務を遂行するた
めには、港湾工事の施工管理・安全管理等に精通し、かつ海上保
安部及び港湾管理者をはじめとする関係行政機関等に対する広
範かつ高度な調整能力、並びに航行安全に対する高度な専門知
識が必要不可欠である。特に、特殊な沈埋工法・施工全般につい
ては、高度な技術力及びノウハウを有していることが重要である。
また、本業務は、航行船舶の安全確保及び工事作業の安全施工
の検討を行うために学識経験者及び海事関係者等による委員会
を設置することから、中立性・公平性に配慮した委員の選定や資
料提供も必要である。当該法人は、「港湾の建設・維持管理事業
の発注及び施工に係る技術及びシステムに関する調査研究の推
進並びに事業実施の支援等により、港湾の建設・維持管理事業
のより一層円滑な執行を図り、もって港湾整備の推進と我が国経
済の発展に寄与する」ことを目的とした設立された法人であり、港
湾工事の発注・施工に関するシステムの調査研究・開発と普及、
港湾建設情報データベースの整備と情報の提供、港湾建設技術
に関する調査研究及び技術支援業務等を行っており、港湾全般
に関する高度な技術力及び情報量を有している法人である。従っ
て、本業務を円滑に遂行するためには、当該法人をおいて他にな
く、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8287
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

新北九州空港現場技術業務
（第２次）

北九州港湾・空港整備事務所
長吉本靖俊北九州市門司区
西海岸１－４－４０

平成17年10月31日 32,655,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、監督
補助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、業務を通じて最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
のかかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。
この業務については、専門的な知識・経験及び中立的な立場はも
ちろんのこと、国土交通省の監督権の下において高度な機密保持
の体制が確保できる公益法人に履行させる必要があり、競争を許
さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8288 (社)西部海難防止協会
関門航路整備情報安全管理
業務（第３次）

関門航路事務所長石原弘一
北九州市小倉北区西港町34

平成17年10月31日 23,247,000

（社）西部海難防止協会との間で締結している安全管理業務は、
関門地区における航路浚渫等港湾整備事業の実施にあたり、請
負工事等の安全管理業務を行い、当該事業等の円滑な実施と通
行船舶の安全を確保するものである。本業務を的確に遂行するた
めには、狭隘で船舶の輻輳する関門地区の特性に精通している
のみならず、港湾工事及び海事における専門知識と経験・航行安
全行政機関等との情報共有・調整能力、公共工事の実施に際し
一般通航船舶や漁船などが工事区域に進入した場合の事故防止
のための臨機の措置能力、工事用船舶同士の安全確保のために
ついて事故防止の指導能力などを有し、請負者や第三者に対し公
益性・公平性を持って対処する必要がある。（社）西部海難防止協
会は、定款において「（１）海難の防止に関する事項の調査研究、
（２）港湾の整備に関する調査研究、（３）航路及び航路標識の整
備に関する調査研究、（４）海難防止に関する事項の周知宣伝及
び教育指導、（５）前各号に関する業務受託、（６）第１号から第４
号までの事業に関し必要な建議、（７）その他本会の目的を達成す
るために必要な事業」を事業としており、港湾全般に関する高度な
技術力と情報量を有し、本業務の遂行能力を満足している。当地
区においては、当該業務を遂行できる会社又は協会としては、海
事関係者が会員となっている公益法人（社）西部海難防止協会が
唯一である。よって、会計法第２９条の３第４項に基づき当協会と
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
（１９年度以降一般競
争入札に移行）

8289 (社)日本潜水協会
大分港災害復旧水中部施工
状況調査(第2次)

別府港湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東10-3-15

平成17年10月31日 4,935,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

8290 九州旅客鉄道(株)
宮崎空港線空港駅構内３Ｋ３７
０ｍ付近の橋桁補修工事

九州地方整備局副局長岩瀧
清治下関市竹崎町4-6-1

平成17年11月1日 102,861,000

九州旅客鉄道(株) との間で締結している宮崎空港線空港駅構内
３Ｋ３７０ｍ付近の橋桁補修工事は、空港施設である宮崎空港線
の高架橋桁の一部補修を行うものである。宮崎空港線について
は、九州旅客鉄道(株)が運行しているものであり、本工事の実施
にあたっては、通常のダイヤで鉄道を運行させながら補修工事を
実施することが必要である。特に、円滑な作業実施並びに安全上
から、工事現場の管理と鉄道の運行管理を密に行う必要がある
が、九州旅客鉄道株式会社は、自らの営業線内工事はもとより営
業線に近接する工事を実施する等豊富な実績を有しており適切な
運行管理等を実施しつつ、本工事を遂行しうる機関は同社をおい
て他になく、競争を許さないことから会計法第２９条３第４項に該当
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

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（１７年
度限り）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
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随意契約によることとした理由
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8291 (社)日本潜水協会
宮崎港・細島港水中部施工状
況調査

宮崎港湾・空港整備事務所長
岸良安治宮崎市港1-16

平成17年11月9日 1,281,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

8292
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

港湾緑地整備による経済効果
検証調査

九州地方整備局副局長岩瀧
清治下関市竹崎町4-6-1

平成17年11月11日 7,350,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、事業評
価業務については、港湾・海岸事業における費用対効果の把握を
行うものであり、業務の実施にあたっては、対象事業が国直轄で
行う防波堤、泊地及び海岸事業であり、事業の効果が広範囲で多
岐に及ぶことから、総合的見地からの検討が必要であること、費
用対効果の把握を行う際のデータについては、公平・中立的立場
で港湾物流（民間企業含む）の実績を収集する必要があるととも
に、企業の秘密情報を取り扱う必要があることから厳格な守秘性
が求められる。さらには検討結果が関係者の利害に大きく左右さ
れる可能性があることから、行政に準じた中立的立場からの公正
な評価が求められる。また、港湾・海岸空間の高度利用に関する
専門知識や広範な情報・資料収集能力及び費用対効果分析に関
する専門的知見を有している必要がある。当該法人は、過去に本
調査と同様な各種港湾の費用対効果分析を多数実施し、総合的
な見地と専門的知見から優秀な成果を納めている。また、公益法
人ということから公正性・中立性・守秘性が確保される。従って、当
該法人は本業務を実施できる唯一の者であり、競争を許さないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行するための準備
に時間を要するもの
（１９年度以降一般競
争入札に移行）
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8293 (独)港湾空港技術研究所
九州管内における波浪推算検
討調査委託

九州地方整備局下関港湾空
港技術調査事務所長吉田秀
樹下関市東大和町２－２９－１

平成17年11月21日 10,001,155

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している九州管内における
波浪推算検討調査委託の実施は周防灘海域に関する総合的か
つ最新の知見を有し、かつ、海象情報及び海洋環境に関する研
究遂行能力が必要である。
　独立行政法人　港湾空港技術研究所は港湾・海岸・空港に関す
る技術向上を図り、効率的かつ効果的な整備に貢献することを主
な任務としており、海象情報及び海洋環境に関する研究開発実績
と知見を数多く蓄積しているとともに、研究体制も整っている。
周防灘沿岸のような地形が狭隘で複雑な海域において，最新の
波浪推算技術（第三世代モデル）を用いた高精度な波浪推算の研
究実績があり，海象情報及び海洋環境に関して総合的かつ水準
の高い研究を実施可能な研究機関は独立行政法人港湾空港技
術研究所をおいて他にはない。また本件では，第三世代波浪推算
モデルＷＡＭを用いて周防灘の波浪推算を行うが、ＷＡＭはもとも
とヨーロッパの研究者によって開発・公開されているモデルである
が，ヨーロッパの気象や海洋を対象に開発されたもので、そのまま
日本の気象や内湾に用いることはできない。港空研はこのモデル
を台風のような急激に変化する風場や、周防灘など内湾の波浪に
適用できるように、実用的かつ高精度に改良したプログラムを持
つ唯一の研究機関であり、著作権を有しており、これによらなけれ
ば本業務は遂行できない。
  また、本件委託業務は国の港湾整備事業の実施に直結する業
務であり、今後の港湾行政に大きな影響を与えうるという業務の
性格上、公正かつ中立的な立場から委託業務を行える機関が、
本件委託業務の実施機関として望ましい。独立行政法人港湾空
港技術研究所は、独立行政法人通則法に則って設立された機関
であり、公正かつ中立的な立場から研究を実施することとされてお
り、競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当する
ため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行したもの（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

8294
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

八代港(外港地区)岸壁施工検
討業務

熊本港湾・空港整備事務所長
中村義文
熊本市川尻2丁目８－６１

平成17年11月25日 32,025,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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8295 (財)沿岸技術研究センター
港湾施設維持補修技術検討
調査

九州地方整備局下関港湾空
港技術調査事務所長吉田秀
樹下関市東大和町２－２９－１

平成17年11月29日 10,185,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術開発調査につい
ては、現状技術の幅広い調査を行い、その結果をもとに建設コス
ト縮減、工期短縮を目指した新構造について検討を行うものであ
る。本業務を実施するためには、関係法規、港湾構造物の基本計
画等の熟知に加え、豊富な港湾技術の知見を有し、その設計・施
工技術に精通していること、並びに高度な技術力及び専門知識を
必要とする。当該法人は、港湾構造物等の基本計画・施工の技術
的課題の検討、港湾技術・造船技術等のプログラム開発、海象
データの収集・解析、技術マニュアル等の作成、港湾構造物の設
計、空港構造物等の基本計画に係る調査等多岐にわたる業務を
行っており、港湾空港全般に関する高度な技術力及び知識を備え
た法人であり、これらの条件を満たす機関は当該法人をおいて他
にはなく、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8296
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

別府湾岸歴史･文化活用方策
検討業務

別府港湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東10-3-15

平成17年12月5日 4,830,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港町の
歴史・文化活用法策検討業務については、港町の歴史や文化財
等について情報収集し、新たな存在価値を見出すことを目的とし
て、活用方策について検討するものである。本業務の実施にあ
たっては、港湾や海岸及び交流空間の計画、施設、利用に関する
知識のみならず、全国事例や各地域に関する情報、社会経済分
野などに関する知識など、総合的かつ専門的な知識を有する必要
がある。当該法人は、当該業務に関する豊富な経験と実績を有
し、本調査を実施し得る唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8297
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

港湾の機能的高度化に関する
検討調査

九州地方整備局副局長岩瀧
清治下関市竹崎町4-6-1

平成17年12月5日 28,875,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾利
用促進調査については、港湾空間における陸・海・空の交通体系
を活用した効率的な物流体系の構築について検討を行うものであ
る。本調査の実施にあたっては、全国の港の現況、本船から荷主
までの各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨物の流
動情報など豊富な知識と幅広い知見を有する必要がある。また、
荷主への企業ヒアリングなど、港湾関係者の利害に関わる個人情
報を取り扱うことから、公平かつ公益的立場にあり、十分な機密保
持能力を保持した機関である必要がある。当該法人は、公益法人
として公平・中立的立場での調査が可能であり、また、同者は「コ
ンテナ流動化調査」等の同種の調査をこれまで多数実施してお
り、本調査の実施に必要となる全国の港湾の現況、本船から荷主
までをつなぐ各輸送モードにおける港湾物流のシステム、海上貨
物流動情報等の豊富な知識と幅広い知見を有する唯一の者であ
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の
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称及び所在地
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8298
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

鹿児島港港湾構造物健全度
点検・評価調査

九州地方整備局鹿児島港湾・
空港整備事務所長　関　憲一
鹿児島市城南町23-1

平成17年12月7日 13,860,000

伴い、今後、必要な施設を「新たにつくる」だけでなく、「既存のもの
を大切に使い、できるだけ長持ちさせる」ことが益々重要視されて
おり、このため、港湾施設が劣化する前に予防的な措置がとれる
よう劣化状況等の把握に努める必要がある。
　本調査は、高度な技術力をもって、既存の港湾構造物の劣化状
況等を施設の各部位ごとに詳細に点検・評価するとともに、現場
条件や施工条件等も踏まえつつ総合的見地から港湾構造物全体
としての健全度を総合評価するものである。
　今回調査の対象とする施設は老朽化が進行しており、劣化や損
傷等外観上及び構造上様々な症状が見られる｡このため調査業
務を履行するためには、港湾構造物の現場条件や施工技術に熟
知し、港湾構造物の維持管理にも精通していることが必要不可欠
である。
　財団法人港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾等の建
設・維持管理事業の施工等に係る技術及びシステムに関する調
査研究の推進並びに事業実施の支援等を行うことを目的とした唯
一の公益法人であり、港湾構造物等の施工・維持管理に係る高
度な技術力及び知識を有しており、本調査を実施できる唯一の機
関である。
　よって、会計法第２９条の３､第４項に基づき、財団法人港湾空港
建設技術サービス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
（１９年度以降一般競
争入札に移行）

8299
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

長崎港（松ヶ枝地区）岸壁（－
１２ｍ）（改良）施工検討業務

九州地方整備局長崎港湾・空
港整備事務所長　中山政勝
長崎市小ヶ倉町３丁目７６－７
２

平成17年12月12日 6,300,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8300 (社)日本作業船協会
海翔丸振動・騒音対策検討調
査

関門航路事務所長石原弘一
北九州市小倉北区西港町34

平成17年12月13日 19,740,000

(社)日本作業船協会との間で締結している海翔丸振動・騒音対策
検討調査は、当局所属のドラグサクション浚渫兼油回収船「海翔
丸」の船首船橋の振動・騒音低減対策に関する検討調査を行うも
のである。本業務を的確に遂行するためには、当該船舶はもとよ
り各種作業船の構造・規格等に関する深い知見と幅広い専門知
識に精通し、総合的に検討・判断できる高度な能力を要すると共
に、将来計画に関わることから公益性・中立性に配慮した検討が
必要である。（社）日本作業船協会は、定款において「作業船の性
能向上に関する調査研究」・「作業船及びこれに関連する機械設
備及び廃油処理施設の調査研究」・「作業船による工事施工の調
査研究」・「作業船及びこれに関連する機械設備の資料の収集及
び頒布」・「作業船及び作業船に関連する機械設備に関し、関係
官庁に対する意見の具申及び関係団体との連絡協調」を事業とし
ており、作業船及びこれに関連する機械設備に関連する高度な技
術力と専門的知識・情報量を有しており、中立と公益的な観点か
ら業務を実施できる唯一の期間であり、許さないことから会計法第
２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8301
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

浚渫土砂処分場延命化のた
めの施工検討調査

苅田港湾事務所長麻生正利
福岡県京都郡苅田町港町

平成17年12月14日 10,605,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入

8302
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

長崎港港湾構造物健全度点
検・評価調査

九州地方整備局長崎港湾・空
港整備事務所長　中山政勝
長崎市小ヶ倉町３丁目７６－７
２

平成17年12月15日 8,715,000

  我が国の港湾施設のストック量の増加及び老朽化の進展等に
伴い、今後、必要な施設を「新たにつくる」だけでなく、「既存のもの
を大切に使い、できるだけ長持ちさせる」ことが益々重要視されて
おり、このため、港湾施設が劣化する前に予防的な措置がとれる
よう劣化状況等の把握に努める必要がある。
　本調査は、高度な技術力をもって、既存の港湾構造物の劣化状
況等を施設の各部位ごとに詳細に点検・評価するとともに、現場
条件や施工条件等も踏まえつつ総合的見地から港湾構造物全体
としての健全度を総合評価するものである。
　今回調査の対象とする施設は、昭和４６～５３年度に建設された
防波堤であり供用　後２７年経過した現在、老朽化が進行してお
り、劣化や損傷等、外観上様々な症状が　見られる。
　このため、本業務を履行するためには、公平・中立な立場から施
設の状況を適切に評価を行うことが必要であり、港湾構造物の現
場条件や施工技術に熟知したうえで港湾構造物の維持管理にも
精通していることが必要不可欠である。
　財団法人港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾等の建
設・維持管理事業の施工等に係る技術及びシステムに関する調
査研究の推進並びに事業実施の支援等を行うことを目的とした唯
一の公益法人であり、港湾構造物等の施工・維持管理に係る高
度な技術力及び知識を有しており、本調査を実施できる唯一の機
関である。
　よって、会計法第２９条の３第４項に基づき、財団法人港湾空港
建設技術サービス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
（１９年度以降一般競
争入札に移行）



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8303 (社)日本港湾協会
関門航路危機管理システム詳
細検討調査

関門航路事務所長石原弘一
北九州市小倉北区西港町34

平成17年12月16日 35,700,000

日本港湾協会との間で締結している、開発保全航路の危機管理
に関する業務については、開発保全航路における保全管理機能
強化を図るために危機管理システムの構築に向けた基礎検討を
行うものであり、国際幹線航路として重要な当該航路における危
機管理システムの内容の漏洩は、実効性を伴うテロ計画の構築
やテロ行為の実行に利用されるおそれがあるため、我が国の保安
対策上、極めて機密性の高いものである。本業務実施にあたって
は、米国同時多発テロを受けて、世界中の船舶所有者、港湾管理
者等に保安の確保のための措置を義務付けた海上人命安全条約
及びその国内法である「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安
の確保等に関する法律」を踏まえた港湾保安対策にかかる保安
規定及び保安機器設備に関する優れた知見を有していることは勿
論のこと、保安上の秘密保持を厳守できることが不可欠である。
当該法人は、港湾に関する資料の収集、港湾政策の総合的な調
査・研究を行い、その成果の普及を通じて港湾施設整備と管理の
改善を促進し、もって産業の振興と貿易の伸展等に寄与するため
の多岐にわたる業務を行っており、また、「港湾保安対策室」を設
置し、港湾保安業務に関する専門知識を豊富に有しているととも
に、秘密の保全を講じつつ業務を実施するための十分な組織体
制が整っている。加えて港湾管理者等を会員としており、港湾にか
かる調査・計画・整備・管理・運営等の総合かつ高度な情報の蓄
積がある。また、平成１６年度において「国際港湾施設保安対策検
討調査」等の調査を実施し、港湾の保安措置に関する高度な知
見、ノウハウを有している。これらの情報は特に守秘義務を要する
ものであるため、特定の団体以外にこれらの情報を扱わせること
はできず、競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。（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)

8304
(財)港湾空間高度化環境研
究センター

新北九州空港植生状況調査
北九州港湾・空港整備事務所
長吉本靖俊北九州市門司区
西海岸１－４－４０

平成17年12月20日 9,030,000

港湾空間高度化環境研究センターとの間で締結している、港湾環
境関連検討業務については、具体的な港湾環境の改善方策を検
討するものである。本業務の実施に当たっては、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境、港湾の状況等に関する情報を有し、環境
創造技術に関する高度な専門知識を有するとともに港湾整備事
業等の実施に深い見識を有する必要がある。また、環境整備事業
等の公共事業に直結するため特定の関係者の利害に影響を受け
ない、中立的・公平的な立場で検討する必要がある。また、学識
経験者等による委員会の設置により、中立的・公平的な立場で、
委員会構成メンバ－の人選や環境改善方策の検討について高度
かつ幅広い知見を持って評価検討を行うため、公益性の高い法人
との契約が必要である。当該法人は、港湾・海域環境に関する情
報・資料収集、管理及び調査研究を行っており、港湾周辺海域の
流況、水質、生物環境等の情報に精通しており、環境保全対策全
般に関して幅広い支援業務を行い高度な技術力と知見を有した中
立性・公平性が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地
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随意契約によることとした理由
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8305 (社)海洋調査協会
底質判定技術活用方策検討
調査

九州地方整備局下関港湾空
港技術調査事務所長吉田秀
樹下関市東大和町２－２９－１

平成17年12月22日 9,838,500

（社)海洋調査協会との間で締結している底質判定技術活用方策
検討調査において、浮泥層判定装置の機能・性能などを評価する
に当たり、埋没浮泥層の計測に関する要素技術と合わせて、総合
的に検討・評価できる能力が必要とされる。
また、本業務を的確に遂行するためにも、海洋調査事業における
専門的知識と経験、航行安全行政機関等との情報共有・調整能
力を有する必要もある。
こうしたなか、（社）海洋調査協会は、本業務を実施する上で必要
とされる航行安全機関との情報共有、海洋調査事業に関する情
報収集や分析・提供、調査研究、各種海洋観測機器の開発研究
等を幅広く実施している。
また、同協会は、本業務で用いる技術である、音響工学的な手法
を用いて密度鉛直分布を推定する浮泥層判定装置という特殊技
術の開発を行っており、当該開発成果については、現在当局と
「浮泥層判定装置による密度鉛直分布推定方法」における特許の
共同出願に関する共同出願協定書の締結も行っている。
よって、海洋調査事業に精通し、航行安全行政機関との情報共
有・調整能力を有し、浮泥層判定装置という特殊技術の開発に従
事している（社）海洋調査協会は、本業務の目的を達成しうる唯一
の契約相手方と判断され、競争を許さないことから会計法第２９条
の３第４項に該当するため。（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)

8306 (社)日本潜水協会
別府港海岸外1件水中部施工
状況調査

別府港湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東10-3-15

平成17年12月26日 1,470,000

(社)日本潜水協会との間で締結している水中部施工状況調査は、
港湾・海岸工事の水中部の施工状況を調査し、施工の確実性を
確認し、もって発注者の行う検査業務を支援するために実施する
ものである。
本調査履行のためには、潜水技術に精通しているばかりでなく、
港湾潜水業務及び調査方法についての知識と豊富な経験を有す
ると共に、当該工事の検査業務の補助との性格上、公平・中立的
な立場での業務遂行が求められている。
社団法人日本潜水協会は潜水技術に精通し確実な業務履行が
可能であり、その設立目的も本業務の目的に一致している。また、
港湾工事における受注業者の施工状況を中立的かつ客観的な立
場で調査できる唯一の機関であり、競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地がある
もの

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

8307
(財)国際臨海開発研究セン
ター

アジア船社・荷主将来戦略分
析調査

九州地方整備局副局長岩瀧
清治下関市竹崎町4-6-1

平成18年1月12日 24,937,500

国際臨海開発研究センターとの間で締結している、国際海上物流
に関する検討業務については、我が国と諸外国との海上輸送によ
る安定的な輸送ルートの確保を図るため、需要見通し、輸送にか
かる交通インフラ、制度的な課題等について検討し、今後の港湾
政策等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、関係法規等に加え、海外における港湾動向や諸外国の港湾
管理・運営及び通関制度等を十分理解し、かつ国内外を問わず港
湾に関する広範な情報収集能力、国際事情に卓越した専門知識
を必要とする。また、企業の利害に関わる内容を取り扱うため、中
立的・公平的な立場での業務遂行が求められる。
当該法人は、本業務に必要とされる海外港湾に関して、定常的に
情報収集及び分析調査を行っている国内で唯一の機関であり、海
外諸港湾に係る情報ネットワークを多数有し、効率的な情報収集
および知見を活かした高度な分析力を有している。これらの条件
を満たす者は当該法人をおいて他にはなく、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の

名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 備考
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

8308 (社)日本作業船協会
がんりゅう油回収装置検討調
査

関門航路事務所長石原弘一
北九州市小倉北区西港町34

平成18年1月20日 5,880,000

　(社)日本作業船協会との間で締結しているがんりゅう油回収装
置検討調査はがんりゅうの油回収及び回収後の清掃業務の現状
の問題点の整理を行い、油回収業務における作業の効率化の検
討を行うものである。本業務を的確に遂行するためには、油回収
装置の設計に関する知識及び当該船舶の能力を基にした調査方
策の策定及び解析をすることが重要である。また、調査結果をふ
まえ作業船の今後の効率化を検討する上で公益性・中立性に配
慮した資料作成が必要である。社団法人日本作業船協会は、定
款において「作業船の性能向上に関する調査研究」、「作業船に
関連する機械設備及び廃油処理施設並びに海洋性廃棄物処理
施設の調査研究」及び「作業船及びこれに関連する機械器具設備
及び廃油処理施設並びに海洋性廃棄物処理施設の計画及び設
計に関する相談、受託及び監督」を事業としており作業船及びこ
れに関連する機械設備に関する高度な技術力と専門的知識・情
報量を有しており、中立的な立場で業務できる唯一の者であり、競
争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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

8309 (独)港湾空港技術研究所
西日本海域高潮予測システム
開発委託

九州地方整備局副局長岩瀧
清治下関市竹崎町4-6-1

平成18年1月20日 15,998,879

(独)港湾空港技術研究所との間で締結している西日本海域高潮
予測システム開発委託は、九州沿岸をはじめとする西日本海域に
おいて、台風接近時に発生の可能性がある高潮を迅速に数値計
算することにより、高潮防災に役立てることを目的としてシステム
の開発を行うものである。本業務の実施にあたっては、九州沿岸
をはじめとする西日本海域に関する総合的かつ最新の知見を有
することが必要であるとともに、高潮予測に関する高度な能力が
要求される。独立行政法人　港湾空港技術研究所は最新の波浪
推算技術（第三世代モデル）を用いた高精度な波浪推算の研究を
始めとし、高潮予測においても東京湾高潮簡易予測システムを開
発するなど、海象情報に関する研究開発実績と知見を数多く蓄積
しており研究体制も整っている。また、本業務は、港湾施設や海岸
保全施設等における高潮防災を目的としており、港湾及び海岸に
特化した数値モデルは独立行政法人　港湾空港技術研究所以外
には研究しておらず、計算条件等の設定及び数値の検証が出来
ないため、同法人以外に本業務を遂行できる者はいない。また、
本業務は今後の高潮防災及び危機管理強化の観点より港湾行
政に与える影響が高いことから、公正かつ中立な立場により業務
を遂行する必要がある。独立行政法人　港湾空港技術研究所は
独立行政法人通則法に則って設立された機関であり、公正かつ中
立的な立場により研究を実施することとされており、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。（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（１８年
度から公募手続きを
行う）

公募手続き
を導入

8310 (財)沿岸技術研究センター
関門航路減容化試験施工計
画調査

関門航路事務所長石原弘一
北九州市小倉北区西港町34

平成18年2月6日 9,660,000

沿岸技術研究センターとの間で締結している技術検討業務につい
ては、施工上の技術的課題の検討を行うものである。本業務は当
該工事の現地条件である、地盤特性、海象特性等を踏まえた上
で、高度かつ信頼性の高い施工技術の検討作業が必要である。
当該法人は、沿岸域の開発、利用、保全及び防災に係る港湾技
術並びにこれらに関連する技術の開発に関する調査、試験及び
研究を行っており、難易度の高い技術的現象を的確に評価する能
力を有しているとともに、当該工事について体系的に取りまとめた
技術マニュアルを発行する等、当該工事に関する技術的検討を行
うにあたって、複合的な現地条件を考慮して成果に反映すること
が可能な広範かつ高度な知見と技術力を有する唯一の者であり、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

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



緊急点検の結果 講ずる措置件数 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
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8311
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

志布志港港湾構造物健全度
点検・評価調査

志布志港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町帖
6617-182

平成18年2月7日 12,705,000

我が国の港湾施設のストック量の増加及び老朽化の進展等に伴
い、今後、必要な施設を「新たにつくる」だけでなく、「既存の物と大
切に使い、出来るだけ長持ちさせる」ことが益々重要視されてお
り、このため港湾施設が劣化する前に予防的な措置がとれるよう
劣化状況等の把握に努める必要がある。
本調査は高度な技術力を持って既存の港湾構造物の劣化状況等
を施設の各部位毎に詳細に点検・評価するとともに、現場状況や
施工条件等も踏まえつつ総合的見地から港湾構造物全体として
健全度を総合評価するものである。
今回調査の対象とする施設は、昭和５８年に建設された重力式岸
壁であり、供用後２０年以上が経過した現在、老朽化が進行してお
り、劣化や損害等外観上及び構造上様々な症状が見られる。
このため、調査業務を履行するには、公平・中立な立場から施設
の現状を把握し、適切に評価を行うことが必要であり、港湾構造
物の現場条件や施工条件に熟知し、港湾構造物の維持管理にも
精通していることが必要不可欠である。
財団法人港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾等の建設・
維持管理事業の施工等にかかる技術及びシステムに関する調査
研究の推進、並びに事業実施の支援等を行う事を目的とした唯一
の公益法人であり、港湾構造物等の施工・維持管理にかかる高
度な技術力及び知識を有しており、本調査を実施できる唯一の機
関である。
よって、会計法第２９条の３第４項に基づき、財団法人港湾空港建
設技術サービス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
（１９年度以降一般競
争入札に移行）

8312
(財)港湾空港建設技術サー
ビスセンター

苅田港高精度磁気探査技術
検討調査

苅田港湾事務所長麻生正利
福岡県京都郡苅田町港町

平成18年2月10日 5,775,000

港湾空港建設技術サービスセンターとの間で締結している、積算
補助業務については、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り、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

一般競争入札等に
移行することとしたも
の（１９年度から公募
手続きを行う）

公募手続き
を導入


