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8313 （財）日本気象協会 気象情報提供業務
山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 2,310,000
特定のダム・頭首工地点など、局所・限定的な気象データの情報を提供できる
唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

8314 （財）沿岸技術研究センター 沿岸気象海象情報提供業務
山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 10,590,000

本業務に求められるシステムを構築している唯一の者であり、本法人の有す
るノウハウは他の者によって代替不可能な特殊性のあるものであり、かつ本
法人との契約によらなければ一定の行政目的が達せられないため。（会計法
第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
公募方式に移
行）

公募手続きを
導入

8315
（財）建築コスト管理システム
研究所

営繕積算システムＲＩＢＣ賃貸借
（月額単価）

山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 1,014,300

「営繕積算システムＲＩＢＣ」は、各府省庁の統一基準である「公共建築工事基
準」、「公共建築工事標準歩掛り」、公共建築工事共通費積算基準」及び「公共
建築工事内訳書標準書式」に基づく積算システムで、特に複合単価において
は、毎年行われる標準歩掛りの改正及び市場単価の追加に的確に対応して
いる。また、間違いのない確実な計算及び高い機密性を保持するなど、公共
建築工事においてその使用に耐えうる性能を有する唯一の積算システムであ
る。なお、同システムは、国土交通省、各都道府県及び政令指定都市で構成
されている「営繕積算システム等開発利用協議会」の意向を基に同研究所が
開発したものであり、同研究所がシステムの賃貸借及びサポートに係る業務
履行できる唯一の者である。（地方公共団体との取り決めにより、契約の相手
方定められているため）
（会計法第29条の３第４項）

その他のもの
―

8316 （社）高層住宅管理業協会
管理業務主任者登録申請に係
る登録通知作成及び同主任者
証作成業務

山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 435,040
管理業務主任者試験の試験事務を行う機関として指定されている唯一の法人
であり、個人情報の機密保持への十分な配慮を要しているため。（会計法第29
条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
（19年度から一
般競争に移行）

8317
（財）不動産適正取引推進機
構

宅地建物取引業免許事務等電
算処理業務

山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 1,562,583

　宅地建物取引業免許事務等処理システム（以下「システム」という。）は、宅
地建物取引業免許等審査事務を全国オンラインネットワーク化して免許（大
臣、知事・業者）、登録（知事、取引主任者）の厳正化、迅速化を図ろうとするも
のであり、具体的には、国土交通大臣免許については、総合政策局不動産業
課に設置する端末機から、個別の審査事項を入力し、ＮＴＴの通信回線で中央
のコンピュータにつなぎ、効率的なデータ処理を行うとともに、入力情報の相互
チェックにより免許審査を行おうとするものである。
　財団法人不動産適正取引推進機構は、本システムの開発を行い、システム
のハード・ソフトの両面に習熟しており、また、システムの運用・管理について、
宅地建物取引業免許権者間（国土交通省及び都道府県）において同財団を
「管理・運営機関」とする取り決めがされていることから、本業務を処理させる
ことのできる唯一の団体である。よって、同財団と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）

8318
（財）不動産適正取引推進機
構

宅地建物取引業・建設業者等閲
覧システム電算処理業務

山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 3,016,437

　宅地建物取引業・建設業者等閲覧システム（以下「システム」という。）は、
宅地建物取引業者名簿、建設業許可業者名簿をオンラインネットワーク化して
閲覧を行うシステムであり具体的には、総合政策局不動産業課に設置する端
末機から、各地方整備局等におかれている業者名簿を閲覧するシステムであ
る。
　財団法人不動産適正取引推進機構は、本システムの開発を行い、システム
のハード・ソフトの両面に習熟しており、また、本システムと一体的な管理・運
営を行っている宅地建物取引業免許事務等処理システムの運用・管理につい
て、宅地建物取引業免許権者間（国土交通省及び都道府県）において同財団
を「管理・運営機関」とする取り決めがされていることから、本業務を処理させ
ることのできる唯一の団体である。よって、同財団と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）

8319 （財）北海道開発協会
北海道開発局新聞情報収集・編
集業務

山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 4,200,000

本業務の実施に当たっては、北海道開発行政に関する専門的な知識、経験に
加え、北海道開発局の施策等幅広い知識が必要で、当該業務に従事できる
者を有する組織であることが必要である。当該法人は、本件業務に十分対応
する組織と要員を有し、また、長年にわたる業務実績から、当局の組織体制や
各事業の施策等についても熟知しており、本業務を遂行する上で必要とされる
条件を満たす業務実施能力を有している唯一の法人であるため。（会計法第
29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委
託等を行わな
いものとした
もの
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8320 （財）建設業技術者センター 企業情報提供業務
山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 3,150,000
本業務に関する情報を集積し、提供できる法人は他にないため。（会計法第29
条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の

公募手続きを
導入

8321
（財）日本建設情報総合セン
ター

工事実績・測量調査設計業務実
績情報提供業務

山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 3,150,000
工事・業務実績、技術者データ等の情報を持っている唯一の機関である。（会
計法第29条の３第４項）

その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）

8322 （財）北海道開発協会 証拠書類編纂等業務
山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 1,520,000

本業務の履行に当たっては、当局の業務運営上極めて重要な文書を取り扱う
ことから、高い守秘性とともに、適正な処理が求められるものであり、また、本
件業務を円滑に遂行するためには、法令等を熟知したうえ、当局の業務に精
通し、行政事務経験を有した者による業務従事者を配置できる組織であること
が必要である。当該法人は、本件業務に十分対応する組織と要員を有し、ま
た、長年にわたる業務実績から、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満
たす業務実施能力を有している唯一の法人であるため。（会計法第29条の３
第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

8323 （財）北海道開発協会
北海道開発局研修センター行政
事務補助業務

山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 4,669,805

　業務の履行にあたって、①効果が発現されるための研修計画の策定及び研
修員の選考を行うためには、関係法令、組織規程等に熟知し、当局の業務に
精通している必要がある、②時代に即した研修の実施にあたり、開発行政とし
て求める必要な資料の収集、整理は、当局の業務に精通している必要があ
る、③研修記録の作成等は、個人情報に関連するなど高い守秘性が求められ
ることから、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有していることが
必要である。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性の高い
者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有しており本業務を遂行するこ
とができる唯一の者である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8324 （財）北海道開発協会
北海道開発局建設部道路計画
課行政事務補助業務

山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 3,019,775

　業務の履行にあたって、①道路行政に関する北海道開発局の施策、文書管
理規程や個人情報保護法、情報公開法の文書管理に関する諸規定、さらに会
計法及び物品管理法を熟知し、当局の業務に精通している必要がある、②個
人情報に関するもの、予算要求や実施計画に関するものの取扱いが含まれる
ため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得る組織体制と経験、
実績、信用を有していることが必要である。（財）北海道開発協会は、過去の
業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を
有しており本業務を遂行することができる唯一の者である。（会計法第29条の
３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8325 （財）北海道開発協会
北海道開発局開発監理部総務
課行政事務補助業務

山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 1,972,350

　業務の履行に当たり、当局の業務運営上極めて重要な文書を取り扱うことか
ら、高い守秘性と、迅速・的確な処理が求められ、業務の円滑な遂行のため
に、当局の業務に精通し、関係法令を熟知した行政事務経験を有した者によ
る業務従事者の配置が必要である。（財）北海道開発協会は、過去の業務実
績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有してお
り本業務を遂行することができる唯一の者である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8326 （財）北海道開発協会
北海道開発局港湾空港部港湾
計画課行政事務補助業務

山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 2,818,720

本業務を履行にあたって、①文書管理規定や情報公開法等の文書管理に関
する諸規定及び港湾法等の関係法令・通達等を熟知し、当局の業務に精通し
ていること、②予算要求、港湾の事業評価及び企業ヒアリングから得られた企
業情報など、公表されていないデータの入力・整理等を行うため、高い守秘性
が求められることから、これらに対応し得る組織体制、実績、信用を有している
ことが必要である。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性の
高い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有しており本業務を遂行す
ることができる唯一の者である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

8327 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 1,707,300
独自の河川情報システムを構築し、継続的に運営している唯一の機関であ
り、本業務を遂行する上で必要となる条件及び業務実施能力を有しているた
め。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの
―
（Ｈ１７年度
限り）

8328 （財）北海道開発協会 （定刊）国土交通外２点購入
山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 1,778,388
当該書籍の購入は、当該法人が本書の唯一の発行・販売元であるため、その
者から直接購入せざるを得ない。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）

単価契約

8329
（社）寒地港湾技術研究セン
ター

雪氷輸送物流システム検討調
査業務

山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年6月7日 105,432,000
本業務の遂行に必要となる雪氷輸送及び利活用に関する高度な知識、経験
及び体制を有するものであり、かつ、公平性、中立性を有する唯一の者である
ため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行した
もの（19年度
から企画競争
へ移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

8330
（財）北海道地域総合振興機
構

安全で活力のある地域社会の
実現に資する広域情報流通シス
テム検討調査業務

菊地　静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年8月18日 152,292,000

本業務は、公共施設管理用光ファイバを活用し、公共的な災害・防災関連の
情報、医療や福祉サービスなどの情報を提供する公共性が高いシステムの構
築を目的とするものであり、業務の遂行に当たっては、財団による過年度調査
の成果である「光ファイバを活用したデジタル情報財の流通を行うメディア系情
報発信基地等に関する提言」及び協議会における検討内容を活用すること
が、有効かつ効率的である。以上のことから、当該財団は、光ファィバを活用し
た情報の受発信について、豊富な知識や技術を有し、過年度調査の成果等を
活用できる唯一の組織であるため。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

8331 （財）北海道開発協会
「北海道開発グラフ４２号」７７０
０部の購入

菊地　静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年8月25日 2,233,000

当局監修のもと（財）北海道開発協会が編集・発行する「北海道開発グラフ」
は、当局の事業・施策全般の紹介を目的に当局の広報誌として作成されてい
る書籍であり、誌面には写真、イラスト、図表などが効果的に配置され大変分
かりやすい内容となっており、当局の広報ニーズに照らし合わせ、PR用資料と
して用いるのにふさわしいため、販売元から購入するものである。（会計法第
29条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8332
（財）日本デジタル道路地図
協会

デジタル道路地図更新業務
菊地　静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年10月27日 38,857,000
「デジタル道路地図データベース」は、官民の取り決めに基づき双方の負担に
より作成・更新されており、その著作権を有している唯一の財団であるため。
（会計法第２９条の３第４項、特例政令に該当）

その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）

8333 （財）北海道開発協会
「北海道開発グラフ４３号」７７０
０部の購入

菊地　静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年11月21日 2,233,000

当局監修のもと（財）北海道開発協会が編集・発行する「北海道開発グラフ」
は、当局の事業・施策全般の紹介を目的に当局の広報誌として作成されてい
る書籍であり、誌面には写真、イラスト、図表などが効果的に配置され大変分
かりやすい内容となっており、当局の広報ニーズに照らし合わせ、PR用資料と
して用いるのにふさわしいため、販売元から購入するものである。（会計法第
29条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8334 （社）日本建設機械化協会
建設機械標準整備マニュアル
（維持機械編）作成業務

菊地　静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年12月15日 4,147,500

（１）整備・点検項目の策定は、設計・積算に反映されることから、公平・中立的
かつ非営利的立場からの検討が求められるため。（２）当局が所有する建設機
械に関する幅広い専門的知識と経験が求められるため。（会計法第29条の３
第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（18年度から
企画競争に移
行）

8335 （社）建設電気技術協会
防災通信網のセキュリティ対策
支援検討業務

菊地　静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成18年2月14日 14,595,000

（１）セキュリティ対策の支援業務のため、守秘性・秘匿性の厳格な保持が求
められるため。（２）特定メーカーに依存しない中立かつ公平な立場での検討
が求められるため。（３）国土交通省の防災情報ネットワーク技術に関する専
門的知識と経験が求められるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたもの

公募手続きを
導入

8336
（財）日本建設情報総合セン
ター

新調査設計積算システム改良
業務

菊地　静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成18年2月23日 6,667,500

本業務の履行に当たっては、当該システムが設計積算業務へ直接反映される
ことから、公平・中立的かつ非営利な立場でなければならない。また、国土交
通省で運用している全国システムも同時並行的に改訂作業が進められること
となるので、改訂に当たっては、全国システムと連携を図りながら作業を進め
るとともに、積算業務は不断に行われていることから、現行システムを運用し
たまま本件作業を行う必要があり、当該改良業務の実施により支障が生じた
場合は、多数の積算業務が滞ることとなり、当局の事業執行に多大な影響を
及ぼすこととなる。よって、万一障害が発生しても迅速な復旧を図り、当局の業
務への影響を 小限にとどめるためには、当該システムの全容を把握してい
ることも必要となる。当該法人は、当該システムの開発に当初から携わり、概
要設計から構築過程を含めたシステム細部にわたる知識を有しており、当局
のシステム改良にも毎年受注し、一連の作業経緯を熟知して適正な成果を得
ている。更に、全国システムの設計業務等標準積算基準書、材料等単価デー
タ等を組み入れる業務にも携わっていることから、本業務を適正かつ確実に遂
行できる唯一の法人であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争等に
移行すること
としたもの

公募手続きを
導入

8337 （財）北海道開発協会
「北海道開発グラフ４４号」７７０
０部の購入

菊地　静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成18年3月13日 2,233,000

当局監修のもと（財）北海道開発協会が編集・発行する「北海道開発グラフ」
は、当局の事業・施策全般の紹介を目的に当局の広報誌として作成されてい
る書籍であり、誌面には写真、イラスト、図表などが効果的に配置され大変分
かりやすい内容となっており、当局の広報ニーズに照らし合わせ、PR用資料と
して用いるのにふさわしいため、販売元から購入するものである。（会計法第
29条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8338 （財）経済調査会
資材価格データ提供（積算資料
外）業務

大沼　秀次
北海道開発局防災・技術セン
ター
札幌市豊平区月寒東２条８丁目

平成17年4月12日 4,007,000
「積算資料及び材料単価データベース」を発行・作成している唯一の機関であ
るため。（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）

8339 （財）建設物価調査会
資材価格データ提供（建設物価
外）業務

大沼　秀次
北海道開発局防災・技術セン
ター
札幌市豊平区月寒東２条８丁目

平成17年4月12日 3,895,000
「建設物価及び材料単価データベース」を発行・作成している唯一の機関であ
る。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）
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8340
（財）日本建設情報総合セン
ター

新土木工事積算システム運用
支援業務

大沼　秀次
北海道開発局防災・技術セン
ター
札幌市豊平区月寒東２条８丁目

平成17年4月1日 11,130,000
本業務の遂行に必要となる新土木工事積算システムに関する高度な技術力、
知識、経験及び体制を有する者であり、かつ中立性、公平性を有する唯一の
者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争等に
移行すること
としたもの

8341 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

大沼　秀次
北海道開発局防災・技術セン
ター
札幌市豊平区月寒東２条８丁目

平成17年4月1日 5,905,645

　業務の履行にあたって、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開法等
の文書管理に関する諸規定、さらに会計法及び物品管理法等の関係法令及
び通達等を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関するもの
の取扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得
る組織体制と経験、実績、信用を有していることが必要である。（財）北海道開
発協会は、過去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応
し得る組織体制を有しており本業務を遂行することができる唯一の者である。
（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

8342 （財）北海道開発協会
北海道開発局技術研究発表会
運営・検討業務

大沼　秀次
北海道開発局防災・技術セン
ター
札幌市豊平区月寒東２条８丁目

平成18年1月11日 4,642,000
本業務の遂行に必要となる北海道開発に関する各種シンポジウム等に関する
開催実績及び企画、運営に関する豊富な知識・経験を有する者であり、かつ
中立性、公平性を有する唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
企画競争に移
行）

8343 （財）北海道開発協会
札幌開発建設部行政事務補助
業務
一式

本名　一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月1日 1,968,301

本業務を履行するために必要な、①文書管理規定や個人情報保護法、情報
公開等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達
等を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものの取
り扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これらに対応し得
る組織体制、実績、信用を有していること等の条件を満たす唯一の者であるた
め。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8344
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

札幌開発建設部管内
道路交通情報提供システム運
用業務
一式

本名　一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月1日 31,411,600

　本業務の履行に当たっては、①災害発生時等において臨機の措置を適切に
講じること、②道路の維持管理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道
路利用者等から寄せられる道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適
切な対応が必要であること、③道路交通情報提供システム関連の機器操作を
熟知していること、④上記業務を遂行できる人材を有し育成していること等を
満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしている唯
一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8345
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路交通管理室通信管理業務
一式

本名　一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月1日 68,810,800
本業務を履行するために必要な、道路維持管理に関する行政的見地と個人
情報を取り扱うこと等から高い守秘性、かつ、中立・公平性を有する等の条件
を満たす唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8346 （財）日本気象協会
札幌開発建設部管内気象情報
オンライン提供業務
一式

本名　一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月1日 17,159,000

本業務を履行するためには、一般的な気象情報はもちろんのこと、局所・限定
的な単位での観測網からの気象データの提供が必要であり、そのような観測
網及びデータの提供が可能な唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４
項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
（19年度から一
般競争に移行）

8347 （財）北海道開発協会
表紙材料（レザック・Ａ２）外３点
一式

本名　一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月12日 14,298 少額なことによる随意契約（会計法第29条の３第５項、予決令第99条第三号）
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
直ちに一般競争
入札に移行）

8348 （財）北海道開発協会

図面折り（図面サイズＬ6～Ｌ8用
紙2mを越え3mまで・Ｂ5）1枚外3
件
一式

本名　一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年6月20日 703 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8349 （財）北海道開発協会

図面折り（図面サイズＬ0～Ｌ1用
紙2mを越え3mまで・Ａ4）1枚外6
件
一式

本名　一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年7月11日 839 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）
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8350 （財）北海道開発協会 表紙材料代　一式
竹澤　謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年9月13日 216 少額なことによる随意契約（会計法第29条の３第５項、予決令第99条第三号）
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
直ちに一般競争
入札に移行）

8351 （財）北海道開発協会 表紙材料代　一式
竹澤　謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年10月20日 286 少額なことによる随意契約（会計法第29条の３第５項、予決令第99条第三号）
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
直ちに一般競争
入札に移行）

8352 （財）北海道開発協会 表紙材料代　一式
竹澤　謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年11月15日 1,926 少額なことによる随意契約（会計法第29条の３第５項、予決令第99条第三号）
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
直ちに一般競争
入札に移行）

8353 （財）北海道開発協会
クロース巻ホッチキス止め外2件
一式

竹澤　謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年12月6日 1,376 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8354 （財）北海道開発協会 図面折り　一式
竹澤　謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成18年2月17日 312 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8355 （財）北海道開発協会 証拠書類編纂等業務
本名　一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月1日 4,165,864

本業務の履行に当たっては、当局の業務運営上極めて重要な文書を取り扱う
ことから、高い守秘性とともに、適正な処理が求められるものであり、また、本
件業務を円滑に遂行するためには、法令等を熟知したうえ、当局の業務に精
通し、行政事務経験を有した者による業務従事者を配置できる組織であること
が必要である。当該法人は、本件業務に十分対応する組織と要員を有し、ま
た、長年にわたる業務実績から、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満
たす業務実施能力を有している唯一の法人であるため。（会計法第29条の３
第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

8356 （財）北海道開発協会
表紙材料（レザックA2）３枚外４
点

本名　一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月7日 1,509 少額なことによる随意契約（会計法第29条の３第５項、予決令第99条第三号）
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
直ちに一般競争
入札に移行）

8357 （財）北海道開発協会
表紙材料（レザックA2）２９枚外１
点

竹澤　謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年8月25日 4,339 少額なことによる随意契約（会計法第29条の３第５項、予決令第99条第三号）
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
直ちに一般競争
入札に移行）

8358 （財）北海道開発協会
表紙材料（レザックA2）９枚外３
点

竹澤　謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年9月15日 1,523 少額なことによる随意契約（会計法第29条の３第５項、予決令第99条第三号）
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
直ちに一般競争
入札に移行）

8359 （財）北海道開発協会
農地再編整備事業資料　図面
二つ折りのり付け

竹澤　謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成18年1月6日 3,420 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

8360 （財）北海道開発協会
表紙材料（レザックA2）７枚外１
点

竹澤　謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成18年2月14日 1,187 少額なことによる随意契約（会計法第29条の３第５項、予決令第99条第三号）
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
直ちに一般競争
入札に移行）

8361 （財）北海道開発協会 表紙タイトル文字作成
竹澤　謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成18年1月30日 221 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8362 （財）北海道開発協会 表紙タイトル文字作成
竹澤　謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成18年2月13日 704 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8363 （財）北海道開発協会 図面折り外６点
竹澤　謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成18年1月24日 2,537 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8364 三菱電機（株）
道路気象情報サーバ修理　一
式

竹澤　謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年11月15日 1,780,000

本業務は、道路管理や各種防災業務に必要な降雨降雪予測のための重要な
データの送受信のためのサーバが故障したため、早急な修理を行う業務であ
り、機器及びソフトウェアの製造会社である当該社が唯一履行できる者である
ため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8365
（財）日本道路交通情報セン
ター

渋滞統計システムの購入
竹澤　謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年9月8日 2,037,000
渋滞発生状況を的確に把握・分析するために従前より使用してきたシステム
が更新されたため、唯一提供可能な当該法人より更新されたシステムを購入
するものである。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行した
もの

8366 （財）公園緑地管理財団
平成１７年度滝野すずらん丘陵
公園維持管理業務

本名　一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月1日 571,200,000

本業務を履行するために必要な①多岐にわたる公園の維持管理業務を総合
的に実施できる経験と能力を有すること、②公園管理者である国に代わって業
務を行うことから、②入園料の徴収、入改札を行い得る組織の信頼性、安定性
を有すること、③利用者指導、警備を適切に行い得る都市公園法等関係法令
についての専門的な知識と経験を有すること、④行催事等の企画・実施に当
たって公共の資産としての活用を行い得る中立性、公平性を有すること等の
条件を満たす唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札
等に移行した
もの

公募手続きを
導入

8367 （財）公園緑地管理財団
平成１７年度滝野すずらん丘陵
公園工事中区域管理業務

本名　一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月1日 19,950,000

本業務を適正に履行するためには、公園内の他の開園区域と一体的・効率的
な管理の必要があり、専門的な知識と豊富な経験を有することが必要不可欠
であり、当該財団法人が条件を満たす唯一の者であるため。（会計法第29条
の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
契約では、企
画競争を実施

8368 （独）北海道開発土木研究所
冬期道路における安全走行支
援システムの活用に関する検討
業務

本名　一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月1日 10,125,360

当該法人は、冬期道路の安全走行支援システムに関する研究を行っており、
当部に設置している「路側情報提供サービス実道実験システム」についても当
該研究の一環として設置したものであり、本業務の履行が可能な唯一の者で
あるため。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

8369 （独）北海道開発土木研究所
長大橋の維持管理測定及び耐
震性能評価に関する研究

本名　一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月11日 98,937,720

当該法人は、全道の各開発建設部において適用している「道路の点検および
補修・補強設計施工要領（案）」を策定しており、長大橋の構造を熟知してい
る。また、各種振動実験及び解析等の実績を有しており、本業務を履行できる
唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
公募方式に移
行）

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
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8370 （独）北海道開発土木研究所
鋼・コンクリート合成構造を有す
る合理化橋梁に関する研究

本名　一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月27日 39,999,960

本業務を履行するためには、①北海道の道路交通状況及び地域特性と道路
設計等について豊富な専門知識を持っていること、②道路設計・計画、北海道
における橋梁の設計に精通し、調査、測定、解析が速やかに行えること、③業
務遂行上の各種判断における公平性、中立性が強く求められることから、高い
公益性を有していること等が必要であり、当該法人は必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
公募方式に移
行）

公募手続きを
導入

8371 （独）北海道開発土木研究所
地盤に関する新工法・新技術の
研究

本名　一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月27日 50,480,010

本業務を履行するためには、①北海道の道路交通状況及び地域特性と道路
設計等について豊富な専門知識を持っていること、②道路設計・計画、軟弱地
盤等の特殊地盤対策に精通し、調査、測定、解析が速やかに行えること、③
業務遂行上の各種判断における公平性、中立性が強く求められることから、
高い公益性を有していること等が必要であり、当該法人は必要な条件を満たし
ている唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
公募方式に移
行）

公募手続きを
導入

8372 （独）北海道開発土木研究所
補修補強用吹付けコンクリート
の長期耐久性に関する研究

本名　一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年7月15日 9,899,820

本業務を履行するためには、①岩盤斜面崩壊や落石に対し、専門的な知識を
有していること、②道路管理における岩盤斜面の管理について十分把握して
いること、③寒冷地の地域特性や北海道日本海沿岸の岩盤・地質等について
豊富な知識を有していること等が必要であり、当該法人は必要な条件を満たし
ている唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
公募方式に移
行）

公募手続きを
導入

8373 （独）北海道開発土木研究所
一般国道２３１号における斜面
崩壊発生機構に関する調諫研
究

竹澤　謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年8月8日 12,578,580

本業務で対象としている第２床丹橋は、当該法人を中心として産学共同研究
により開発したビニロン短繊維吹付けコンクリートを用いた補修補強工法（特
許申請中）による工事を行っており、本業務を履行できる唯一の者であるた
め。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
公募方式に移
行）

公募手続きを
導入

8374 （独）北海道開発土木研究所
冬期路面管理手法の開発に関
する研究業務

竹澤　謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年9月5日 25,855,200

本業務を履行するためには、①凍結路面生成やその対策について専門的な
知識を有していること、②冬期事故の分析に必要なデータベース及び分析シ
ステムを所有していること、③寒冷地の道路構造や北海道の気象条件等につ
いて専門知識を有していること、④凍結路面測定機器の保有や気象情報の収
集が可能であること等が必要であり、当該法人は必要な条件を満たしている
唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
公募方式に移
行）

公募手続きを
導入

8375 （独）北海道開発土木研究所
高盛土の凍土抑制層低減に関
する研究

竹澤　謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年10月31日 2,199,960

本業務を履行するためには、①北海道における舗装混合物及び舗装体の構
造設計に関して、豊富な研究実績と専門的知識・経験を有していること、②土
の凍土現象や凍上による舗装体の損傷とその対策などの、積雪寒冷地特有
の現象やそれらの起因となる気象条件について豊富な研究実績と専門知識・
経験を有していること、③凍土現象や土の凍結深度に関して、本委託研究に
必要なデータを保有していること等が必要であり、当該法人は必要な条件を満
たしている唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
公募方式に移
行）

公募手続きを
導入

8376 （独）北海道開発土木研究所
ＲＣアーチ構造の合理的な耐衝
撃設計に関する研究

竹澤　謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年12月19日 54,923,400

本業務を履行するためには、①模型による載荷重実験設備を保有し、又は使
用することができるとともに、実験に必要な十分な知識と解析能力を有してい
ること、②落石覆道等の道路構造物に作用する落石による動的挙動に関する
実験手法、解析手法等の知識と経験を豊富に有すること、③業務遂行上の各
種判断における公平性、中立性が強く求められることから、高い公益性を有し
ていること等が必要であり、当該法人は必要な条件を満たしている唯一の者で
あるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
公募方式に移
行）

公募手続きを
導入

8377 （財）北海道開発協会
建物補償標準単価表57冊外9点
購入

本名　一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月11日 1,649,500
当該書籍の購入は、当該法人が本書の唯一の発行・販売元であるため、その
者から直接購入せざるを得ない。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）

8378 （財）北海道開発協会
平成17年度管内事業概要5000
部購入

本名　一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月14日 3,600,000

当該法人は、長年にわたり北海道開発局及び開発建設部の監修の下に、当
局事業に係る各種の広報誌、書籍等の発行を行っており、当該事業概要は、
事業を推進するに当たっての広報資料として十分活用できる構成・内容となっ
ていることから、発行元の当該法人と随意契約するものである。（会計法第29
条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8379 （財）北海道開発協会
さっけんクリップ№37　8700部購
入

竹澤　謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年8月19日 2,349,000

当該法人は、長年にわたり北海道開発局及び開発建設部の監修の下に、当
局事業に係る各種の広報誌、書籍等の発行を行っており、当該事業概要は、
事業を推進するに当たっての広報資料として十分活用できる構成・内容となっ
ていることから、発行元の当該法人と随意契約するものである。（会計法第29
条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）
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契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

8380 （財）北海道開発協会
さっけんクリップ№38　8700部購
入

竹澤　謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年11月29日 2,349,000

当該法人は、長年にわたり北海道開発局及び開発建設部の監修の下に、当
局事業に係る各種の広報誌、書籍等の発行を行っており、当該事業概要は、
事業を推進するに当たっての広報資料として十分活用できる構成・内容となっ
ていることから、発行元の当該法人と随意契約するものである。（会計法第29
条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8381 （財）北海道開発協会
さっけんクリップ№39　8700部購
入

竹澤　謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成18年3月14日 2,349,000

当該法人は、長年にわたり北海道開発局及び開発建設部の監修の下に、当
局事業に係る各種の広報誌、書籍等の発行を行っており、当該事業概要は、
事業を推進するに当たっての広報資料として十分活用できる構成・内容となっ
ていることから、発行元の当該法人と随意契約するものである。（会計法第29
条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8382 （財）北海道開発協会 表紙材料購入
竹澤　謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成18年1月12日 131 少額なことによる随意契約（会計法第29条の３第５項、予決令第99条第三号）
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
直ちに一般競争
入札に移行）

8383 （財）北海道開発協会 用地関係通達集外10点購入
竹澤　謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成18年2月28日 2,650,100
当該書籍の購入は、当該法人が本書の唯一の発行・販売元であるため、その
者から直接購入せざるを得ない。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）

8384 （財）駐車場整備推進機構
一般国道２３０号　札幌市　北一
条地下歩道管理業務

高橋　守人
札幌開発建設部札幌道路事務
所
札幌市豊平区水車町１丁目１番
２号

平成17年4月1日 4,290,000

当該地下歩道は、当該法人が管理している駐車場部分と一体となっており、
本業務の履行に必要な①地下施設の管理に精通し、豊富な知識を持った人
材を有していること、②専門知識の結集とともに、識見が高く信頼性が高いこ
と、③地下駐車場の管理について豊富な実績を有していること等の条件を満
たす唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札
等に移行した
もの

8385 （財）道路管理センター
平成１７年度　道路　占用物件
管理情報処理業務

高橋　守人
札幌開発建設部札幌道路事務
所
札幌市豊平区水車町１丁目１番
２号

平成17年4月1日 8,463,000

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

その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）

8386
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

札幌道路事務所　当別分庁舎
道路情報連絡等業務

高橋　守人
札幌開発建設部札幌道路事務
所
札幌市豊平区水車町１丁目１番
２号

平成17年4月1日 8,847,000

本業務を履行するためには、①道路の維持管理に関する全般的な知識と豊
富な経験があり、道路利用者等から寄せられてくる道路情報や苦情等に対し、
行政的見地に基づく適切な対応が必要であること、②災害発生時等において
臨機の措置を適切に講じること、③上記事項を遂行できる人材を有し育成して
いること等が必要であり、当該法人は必要な条件を満たしている唯一の者で
あるため。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委
託等を行わな
いものとした
もの

8387
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

札幌道路事務所管内　道路巡
回業務

高橋　守人
札幌開発建設部札幌道路事務
所
札幌市豊平区水車町１丁目１番
２号

平成17年4月1日 45,553,100

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8388
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

札幌道路事務所　路上違反広
告物調査等業務

高橋　守人
札幌開発建設部札幌道路事務
所
札幌市豊平区水車町１丁目１番
２号

平成17年4月1日 19,635,000

本業務を履行するためには、①道路管理業務及び道路占用許可に手続きに
ついて精通した職員等を有していること、②道路占用許可台帳等の閲覧等の
個人情報を取り扱うため、秘密の保持に十分な信用を有すること等が必要で
あり、当該法人は必要な条件を満たしている唯一の者であるため。（会計法第
29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

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

行）

8389 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

高橋　守人
札幌開発建設部札幌道路事務
所
札幌市豊平区水車町１丁目１番
２号

平成17年4月1日 9,075,520

本業務を履行するために必要な、①文書管理規定や個人情報保護法、情報
公開等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達
等を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものの取
り扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これらに対応し得
る組織体制、実績、信用を有していること等の条件を満たす唯一の者であるた
め。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

8390
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

岩見沢道路事務所管内道路巡
回業務

三木　雅之
札幌開発建設部岩見沢道路事
務所
岩見沢市日の出北２丁目１番５
号

平成17年4月1日 45,972,400

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8391 （財）北海道開発協会
岩見沢道路事務所行政事務補
助業務

三木　雅之
札幌開発建設部岩見沢道路事
務所
岩見沢市日の出北２丁目１番５
号

平成17年4月1日 8,768,210

本業務を履行するために必要な、①個人情報保護法、情報公開等の文書管
理に関する諸規定、物品管理法等の関係法令・通達等を熟知し、当局の業務
に精通していること、②個人情報に関連するものや積算、補償等に関するもの
等事務所の業務運営上極めて重要な文書を取り扱うことから、高い守秘性が
求められるとともに迅速かつ的確な処理が必要とされることから、これらに対
応し得る組織体制、実績、信用を有していること等の条件を満たす唯一の者で
あるため。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8392
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

千歳道路事務所管内道路巡回
業務（一式）

伊藤　一男
札幌開発建設部千歳道路事務
所
千歳市北斗６丁目１３－３

平成17年4月1日 36,529,870

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8393 （財）北海道開発協会
千歳道路事務所行政事務補助
業務（一式）

伊藤　一男
札幌開発建設部千歳道路事務
所
千歳市北斗６丁目１３－３

平成17年4月1日 9,438,570

本業務を履行するために必要な、①文書管理規定や個人情報保護法、情報
公開等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達
等を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものの取
り扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これらに対応し得
る組織体制、実績、信用を有していること等の条件を満たす唯一の者であるた
め。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

8394 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

青沼　克貴
札幌開発建設部滝川道路事務
所
滝川市新町２丁目１－３１

平成17年4月1日 8,909,620

本業務を履行するために必要な、①文書管理規定や個人情報保護法、情報
公開等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達
等を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものの取
り扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これらに対応し得
る組織体制、実績、信用を有していること等の条件を満たす唯一の者であるた
め。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8395 （財）日本気象協会
滝川道路事務所管内　気象情
報提供

青沼　克貴
札幌開発建設部滝川道路事務
所
滝川市新町２丁目１－３１

平成17年4月1日 1,668,240
当該法人が唯一気象情報提供を行っている者であり、全道の開発建設部、事
務所及び事業所との実績が豊富である等信頼性が高い者であるため。（会計
法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

単価契約

8396
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

滝川道路事務所管内　道路巡
回業務

青沼　克貴
札幌開発建設部滝川道路事務
所
滝川市新町２丁目１－３１

平成17年4月1日 30,670,320

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8397 （財）北海道開発協会
深川道路事務所　行政事務補
助業務

佐藤　勝正
札幌開発建設部深川道路事務
所
深川市音江町字広里３０６

平成17年4月1日 10,309,155

本業務を履行するために必要な、①個人情報保護法、情報公開等の文書管
理に関する諸規定、物品管理法等の関係法令・通達等を熟知し、当局の業務
に精通していること、②個人情報に関連するものや積算、補償等に関するもの
等事務所の業務運営上極めて重要な文書を取り扱うことから、高い守秘性が
求められるとともに迅速かつ的確な処理が必要とされることから、これらに対
応し得る組織体制、実績、信用を有していること等の条件を満たす唯一の者で
あるため。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8398
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回業務

佐藤　勝正
札幌開発建設部深川道路事務
所
深川市音江町字広里３０６

平成17年4月1日 30,077,880

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

8399
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

深川留萌自動車道　高規格幹
線道路巡回業務

佐藤　勝正
札幌開発建設部深川道路事務
所
深川市音江町字広里３０６

平成17年4月1日 19,910,290

　本業務の履行に当たっては、①高速性を担保した中での適切な道路管理を
行うため、常に習熟訓練された人材を有し育成していること、②道路の維持管
理に関する全般的知識や豊富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と
適切な対応が必要であること、③災害未然防止の観点から、路線の特殊性を
熟知し、異常発見時には臨機の措置を適切に講じること等を満たすことが必
要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしている唯一の者であるた
め。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8400
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

深川留萌自動車道　高規格幹
線道路管理ステーション連絡業
務

佐藤　勝正
札幌開発建設部深川道路事務
所
深川市音江町字広里３０６

平成17年4月1日 23,626,030

　本業務の履行に当たっては、①災害発生時等において臨機の措置を適切に
講じること、②道路の維持管理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道
路利用者等から寄せられる道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適
切な対応が必要であること、③道路交通情報提供システム関連の機器操作を
熟知していること、④高速性を担保した中での適切な道路管理を行うため、常
に習熟訓練された人材を有し育成していること等を満たすことが必要であり、
当該法人は本業務に必要な条件を満たしている唯一の者であるため。（会計
法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8401 （財）日本気象協会 道路気象情報提供業務

佐藤　勝正
札幌開発建設部深川道路事務
所
深川市音江町字広里３０６

平成17年4月1日 3,553,200

気象情報オンラインを昭和６２年に完成し、以来、放送局、道路、鉄道等幅広
い分野で利用されている実績があり、気象庁所管以外に独自の観測網を張り
巡らし、それらのデータを利用し、各分野の用途に合うように種種の編集を行
い、本業務に必要なデータを有している唯一の者であるため。（会計法第29条
の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

単価契約

8402 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

吉田　幹雄
札幌開発建設部国営滝野すず
らん丘陵公園事務所
札幌市南区滝野247番地

平成17年4月1日 5,842,210

本業務を履行するために必要な、①文書管理規定や個人情報保護法、情報
公開等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達
等を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものの取
り扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これらに対応し得
る組織体制、実績、信用を有していること等の条件を満たす唯一の者であるた
め。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

8403 （財）公園緑地管理財団
滝野公園　自家用水道保守点
検業務

吉田　幹雄
札幌開発建設部国営滝野すず
らん丘陵公園事務所
札幌市南区滝野247番地

平成17年4月1日 11,970,000

本業務は、公園の水道施設の保守点検、清掃等を一元的に実施するものであ
り、履行するために必要となる、①当公園の水道施設における保守点検作業
を一元的に管理する資格を持つ水道技術管理者を有すること、②広い園内に
点在する水道施設の保守点検を効率よく行うために、当公園の水道施設に精
通していること、③国営公園の水質点検、水道保守管理を行うことから、組織
としての公平性、信頼性、安定性があること当の条件を満たす唯一の者である
ため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地
があるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
契約では、企
画競争を実施
し、20年度以
降 総合評価

8404 （財）北海道開発協会
岩見沢農業事務所　行政事務
補助業務

福島　正人
札幌開発建設部岩見沢農業事
務所
岩見沢市5条東15丁目7番地

平成17年4月1日 6,039,550

本業務を履行するために必要な、①文書管理規定や個人情報保護法、情報
公開等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達
等を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものの取
り扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これらに対応し得
る組織体制、実績、信用を有していること等の条件を満たす唯一の者であるた
め。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

8405 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

七戸　義一
札幌開発建設部札幌北農業事
務所
江別市萩ヶ岡１番５号

平成17年4月1日 3,281,800

本業務を履行するために必要な、①文書管理規定や個人情報保護法、情報
公開等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達
等を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものの取
り扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これらに対応し得
る組織体制、実績、信用を有していること等の条件を満たす唯一の者であるた
め。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

8406 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

安田　寿行
札幌開発建設部札幌南農業事
務所
北広島市中央６丁目８番地

平成17年4月1日 8,708,960

本業務を履行するために必要な、①文書管理規定や個人情報保護法、情報
公開等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達
等を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものの取
り扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これらに対応し得
る組織体制、実績、信用を有していること等の条件を満たす唯一の者であるた
め。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

8407 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

渡辺　修司
札幌開発建設部千歳空港建設
事業所
千歳市美々新千歳空港内

平成17年4月1日 2,686,395

本業務を履行するために必要な、①文書管理規定や個人情報保護法、情報
公開等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達
等を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものの取
り扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これらに対応し得
る組織体制、実績、信用を有していること等の条件を満たす唯一の者であるた
め。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日
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8408 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

芳賀　義博
札幌開発建設部深川農業開発
事業所
深川市１条１５－１６

平成17年4月1日 5,042,570

本業務を履行するために必要な、①文書管理規定や個人情報保護法、情報
公開等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達
等を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものの取
り扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これらに対応し得
る組織体制、実績、信用を有していること等の条件を満たす唯一の者であるた
め。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

8409 （財）北海道開発協会 文書バインダーとじ一式

芳賀　義博
札幌開発建設部深川農業開発
事業所
深川市１条１５－１６

平成17年6月17日 2,624 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8410 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

真崎　義則
札幌開発建設部樺戸農業開発
事業所
樺戸郡新十津川町字中央331－
7

平成17年4月1日 8,922,260

本業務を履行するために必要な、①文書管理規定や個人情報保護法、情報
公開等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達
等を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものの取
り扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これらに対応し得
る組織体制、実績、信用を有していること等の条件を満たす唯一の者であるた
め。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

8411 （財）北海道開発協会 大型第２原図コピー

真崎　義則
札幌開発建設部樺戸農業開発
事業所
樺戸郡新十津川町字中央331－
7

平成17年5月13日 1,425 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8412 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

皆木　勇
札幌開発建設部沼田農業開発
事業所
雨竜郡沼田町南１条３丁目

平成17年4月1日 3,058,880

本業務を履行するために必要な、①文書管理規定や個人情報保護法、情報
公開等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達
等を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものの取
り扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これらに対応し得
る組織体制、実績、信用を有していること等の条件を満たす唯一の者であるた
め。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

8413 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務（一式）

藤野　洋一
札幌開発建設部大夕張ダム管
理所
夕張市南部東町

平成17年4月1日 3,952,800

本業務を履行するために必要な、①文書管理規定や個人情報保護法、情報
公開等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達
等を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものの取
り扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これらに対応し得
る組織体制、実績、信用を有していること等の条件を満たす唯一の者であるた
め。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8414 （財）北海道開発協会 デジタル出力（１枚）

寺端　弘勝
札幌開発建設部篠津地域農業
施設管理所
当別町栄町50番2

平成17年9月6日 1,607 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8415 （財）北海道開発協会
石狩川開発建設部行政事務補
助業務

神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月1日 11,953,560

本業務を迅速かつ的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、文書管理
規程や個人情報保護法、情報公開等の文書管理に関する諸規定、会計法、
物品管理法等関係法令・通達等を熟知し当局の業務に精通している必要があ
ること、個人情報に関連するものや業務の処理計画、積算、補償等に関連す
る当局の業務運営上極めて重要な文書の取扱いが含まれるため、高い守秘
性が求められることから、これらに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を
有している必要がある。当該法人は、過去の業務実績等から信頼性の高い者
であるとともに、本業務を遂行する上で必要とされる組織体制を有しており、本
業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8416 （財）河川情報センター 定期刊行物「ＰＯＲＴＡＬ］購入
神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月14日 6,247,200 当該法人が本書の唯一の発行・販売元である。（会計法第29条の３第４項） その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）

単価契約

8417
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

直轄堰堤維持の内　ダム放流設
備等管理業務

神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月7日 51,975,000

本業務は、積雪寒冷地の石狩川開発建設部が管理している６ダムの放流設
備等機械設備について効率的な点検整備と検討診断を実施し、適正な成果を
得ることが目的である。当該法人は、本業務を遂行する上で必要なダム機械
設備についての高度な知識と経験を有し、ダム管理に関する専門的知識及び
技術を有するダム管理技師を多く抱えている唯一の法人であるため。（会計法
第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

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

行）
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8418 （財）北海道開発協会
平成１７年度治水事業概要（河
川図版）購入

神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年6月16日 2,636,250 執務参考用として発行元から購入したため。（会計法第29条の３第４項）
見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

8419
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

札幌圏治水事業広報業務
神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月14日 9,900,000

本業務の履行に当たっては、①総合的な治水対策として、水害に強い土地利
用・建築方式の推進、砂防事業として、土砂災害時の迅速な対応には、地域
住民の理解と協力が必要であり、これらのことを効率的かつ有効に周知する
には河川防災的な知識、行政的視野からの治水事業に関する知識と豊富な
経験を有すること、②北海道・札幌市・石狩市等、関係機関との調整に熟練し
ていること。特に伏籠川流域は伏籠川流域総合治水対策協議会としての対応
となり、構成機関内の連絡調整に熟練していることの全てを満たしていること
が不可欠である。当該法人は、河川防災・河川事業に関する幅広い知識と豊
かな経験を有しており、本業務を履行する上で必要とされる条件及び業務実
施能力を有している唯一の法人であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

8420 （財）日本気象協会 気象情報供給業務
神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月1日 29,925,000

本業務の遂行に当たっては、各種の気象情報を的確かつ迅速に供給すること
が可能であること、また、降雨予測のため気象学に対する博識を有していると
ともに、石狩川流域の降雨特性に精通していることが必要である。当該法人
は、石狩川流域をはじめとする各地の気象に関する調査・研究を行っており、
本業務を遂行する上で必要な気象学に関する高度な知識・経験を有する唯一
の法人であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8421 （財）河川情報センター 河川情報供給業務
神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月1日 16,707,600

本業務は、河川に関わる気象、水象、災害、その他各種情報の供給を受ける
ものである。当該法人は、本業務を遂行する上で必要な情報管理及び情報提
供に関する高度な知識と経験を有しており、河川管理に必要となる気象、水
防、洪水に関わる予警報をはじめ、河川・ダムの水質や予算概要、イベントと
いった地域との密着性の高いものまで幅広い情報を迅速かつ的確に供給して
いる唯一の法人であるため。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの
―
（Ｈ１７年度
限り）

8422 （財）北海道開発協会 平成１７年度管内事業概要購入
神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月1日 3,700,000

管内事業概要は、当該法人が石狩川開発建設部の監修に基づき、事業に関
する各種資料、写真など多数の資料を活用し、発行しているもので、その内容
は、一般市民にも理解できるようＰＲに関するノウハウが十分に生かされた内
容・構成になっていることから、発行元の当該法人と随意契約するものであ
る。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8423 （財）北海道開発協会
広報誌「アクアグリーンいしかり」
第２１号購入

神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年11月10日 2,625,000

当該法人が発行している「アクアグリーンいしかり」は、石狩川開発建設部が
所掌している各事業の紹介や石狩川流域の概況が詳細に記述されており、石
狩川開発建設部の広報広聴活動に活用するため購入するもので、主に管内
市町村、学校、イベント来訪者、ＮＰＯ、川の博物館の見学者等へ配布するも
ので、その内容は、一般市民にも理解できるようＰＲに関するノウハウが十分
に生かされた内容・構成になっていることから、発行元の当該法人と随意契約
するものである。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8424 （財）北海道開発協会
広報誌「アクアグリーンいしかり」
第２２号購入

神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成18年3月2日 2,800,000

当該法人が発行している「アクアグリーンいしかり」は、石狩川開発建設部が
所掌している各事業の紹介や石狩川流域の概況が詳細に記述されており、石
狩川開発建設部の広報広聴活動に活用するため購入するもので、主に管内
市町村、学校、イベント来訪者、ＮＰＯ、川の博物館の見学者等へ配布するも
ので、その内容は、一般市民にも理解できるようＰＲに関するノウハウが十分
に生かされた内容・構成になっていることから、発行元の当該法人と随意契約
するものである。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8425 （独）北海道開発土木研究所
夕張シューパロダム水理模型実
験　　　　　　　　　　　ダム水理模
型実験１式

神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年10月28日 32,999,400

本業務の遂行に当たっては、ダム水理構造物に関する高度な知識、検討実績
を有することが必要不可欠である。当該法人は、これまでに北海道開発局で
実施したダムの水理構造物に関する高度な知識、検討経験を有しており、本
業務の履行に必要な条件を満たしている唯一の法人であるため。（会計法第
29条の３第４項）

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

8426 （独）北海道開発土木研究所
幾春別川総合開発事業の内
新桂沢ダム水理模型実験　ダム
水理模型実験１式

神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年11月14日 12,600,000

本業務の遂行に当たっては、ダム水理構造物に関する高度な知識、検討実績
を有することが必要不可欠である。当該法人は、これまでに北海道開発局で
実施したダムの水理構造物に関する高度な知識、検討経験を有しており、本
業務の履行に必要な条件を満たしている唯一の法人であるため。（会計法第
29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）
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8427 （財）河川環境管理財団

伏籠川流域総合治水区域内
河川管理施設等管理委託業務
放水路・水門及び排水機場の管
理及び操作１式

神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月1日 40,414,500

石狩放水路水門及び運河水門の操作は、その影響範囲が２市にまたがるこ
と、排水機場との連携、漁業者等との調整等一元的に管理することが不可欠
である。当該法人は、これらの業務に精通した経験豊かな技術者を多数確保
しており、今日までの実績も豊富であり、本業務の履行に必要な条件を満たし
ている唯一の法人であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

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

8428 （財）日本気象協会
直轄堰堤維持の内　滝里ダム気
象及び農業環境調査業務

神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月1日 19,561,500

本業務の履行に当たっては、①ダム完成後の気象及び農業環境への影響評
価を行うに当たっての行政的な見地からの公平性・中立性、②積雪寒冷地特
有の特徴を持つ北海道の気象に関する専門的な知見、③気象観測、調査及
び影響評価に関する専門的な知見と技術の全てを満たしていることが不可欠
である。当該法人は、公益法人として公平性、中立性を有すとともに、北海道
地方の気象に精通しており、気象観測や調査及び環境への影響評価に関す
る専門的な知識を有していることから、本業務の履行に必要な条件を満たして
いる唯一の法人であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

①平成18年度
一般競争入札
等に一部移行し
たもの
（10,000,000円）
②平成18年度
企画競争方式
に移行
（9,561,500円）

8429 （財）北海道開発協会 行政事務補助　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成17年4月1日 4,713,518

本業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や
個人情報保護法、情報公開等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管
理法等関係法令・通達等を熟知し当局の業務に精通している必要があること、
②個人情報に関連するものや工事の実施計画や積算等に関連するものの取
扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これらに対応し得る
組織体制と経験、実績、信用を有している必要がある。当該法人は、過去の業
務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応しえる組織体制を有し
ており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計法第29条の
３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8430 （財）河川環境管理財団
豊平川外河川巡視等業務　一
式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成17年4月1日 19,895,910

北海道内に広く分布する泥炭性地盤は築堤の不等沈下、変形が生じ易いほ
か、洪水時には築堤基盤からの漏水、河岸侵食などがおき易く、河川巡視に
あたっては、過去の巡視データに基づく、多様なデーターベースが必要であ
り、このような多岐に渡る情報を蓄積しているいることが必要。また巡視等の
報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し
中立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務の遂行が可
能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

8431 （財）北海道開発協会 図面二つ折りのり付け　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成17年4月19日 270 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8432 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成17年5月11日 1,284 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8433 （財）北海道開発協会
大型片面第二原図コピー及び図
面折り　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成17年6月9日 10,433 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8434 （財）北海道開発協会
大型片面第二原図コピー等業
務　　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成17年6月14日 5,886 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8435 （財）北海道開発協会 表紙ラミネートパック　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成17年6月30日 370 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）
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8436 （財）北海道開発協会
大型片面第二原図コピー等業
務　　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成17年7月14日 15,288 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8437 （財）北海道開発協会 表紙ラミネートパック　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成17年7月21日 5,550 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8438 （財）北海道開発協会
中仕切紙材料及び穴あけ　　一
式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成17年7月27日 174 少額なことによる随意契約（会計法第29条の３第５項、予決令第99条第三号）
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
直ちに一般競争
入札に移行）

8439 （財）北海道開発協会 図面折り　　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成17年8月3日 84 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8440 （財）北海道開発協会 図面折り　　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成17年8月8日 151 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8441 （財）北海道開発協会
図面折り及び表紙ラミネートパッ
ク　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成17年8月12日 490 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8442 （財）北海道開発協会 表紙ラミネートパック　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成17年8月29日 987 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8443 （財）北海道開発協会
大型片面第二原図コピー等業
務　　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成17年8月30日 1,704 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8444 （財）北海道開発協会
大型片面第二原図コピー等業
務　　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成17年9月5日 4,275 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8445 （財）北海道開発協会 表紙ラミネートパック　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成17年9月9日 370 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）
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8446 （財）北海道開発協会 バインダーとじ　　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成17年9月30日 591 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8447 （財）北海道開発協会 図面折り　　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成17年10月11日 896 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8448 （財）北海道開発協会 図面折り　　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成17年10月27日 1,192 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8449 （財）北海道開発協会 図面折り　　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成17年11月1日 578 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8450 （財）北海道開発協会
大型片面第二原図コピー等業
務　　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成17年11月17日 28,311 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8451 （財）北海道開発協会
大型片面第二原図コピー等業
務　　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成17年12月1日 3,248 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8452 （財）北海道開発協会 メディア書き込み等業務　　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成17年12月8日 6,399 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8453 （財）北海道開発協会
デジタル大型片面出力等業務
一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成17年12月19日 4,993 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8454 （財）北海道開発協会
デジタル大型片面出力等業務
一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成18年1月5日 12,931 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8455 （財）北海道開発協会 図面二つ折りのり付け　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成18年1月16日 336 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）
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8456 （財）北海道開発協会 図面二つ折りのり付け　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成18年1月30日 3,034 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8457 （財）北海道開発協会 図面折り等業務　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成18年2月28日 1,686 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8458 （財）北海道開発協会 表紙ラミネートパック　一式

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区南32条西8丁目2番1
号

平成18年2月28日 370 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8459 （財）河川環境管理財団 幾春別川外河川巡視等業務

平野　令緒
石狩川開発建設部岩見沢河川
事務所
岩見沢市７条東９丁目３番地１

平成17年4月1日 36,298,505

北海道内に広く分布する泥炭性地盤は築堤の不等沈下、変形が生じ易いほ
か、洪水時には築堤基盤からの漏水、河岸侵食などがおき易く、河川巡視に
あたっては、過去の巡視データに基づく、多様なデーターベースが必要であ
り、このような多岐に渡る情報を蓄積しているいることが必要。また巡視等の
報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し
中立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務の遂行が可
能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

8460 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

平野　令緒
石狩川開発建設部岩見沢河川
事務所
岩見沢市７条東９丁目３番地１

平成17年4月1日 3,281,800

本業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や
個人情報保護法、情報公開等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管
理法等関係法令・通達等を熟知し当局の業務に精通している必要があること、
②個人情報に関連するものの取扱いが含まれるため、高い守秘性が求められ
ることから、これらに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有している必要
がある。当該法人は、過去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、
十分対応しえる組織体制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の
法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8461 （財）河川環境管理財団 石狩川外河川巡視等業務

渡辺　和弘
石狩川開発建設部江別河川事
務所
江別市高砂町５番地

平成17年4月1日 37,783,759

北海道内に広く分布する泥炭性地盤は築堤の不等沈下、変形が生じ易いほ
か、洪水時には築堤基盤からの漏水、河岸侵食などがおき易く、河川巡視に
あたっては、過去の巡視データに基づく、多様なデーターベースが必要であ
り、このような多岐に渡る情報を蓄積しているいることが必要。また巡視等の
報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し
中立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務の遂行が可
能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

8462 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

渡辺　和弘
石狩川開発建設部江別河川事
務所
江別市高砂町５番地

平成17年4月1日 3,281,800

本業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や
個人情報保護法、情報公開等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管
理法等関係法令・通達等を熟知し当局の業務に精通している必要があること、
②個人情報に関連するものの取扱いが含まれるため、高い守秘性が求められ
ることから、これらに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有している必要
がある。当該法人は、過去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、
十分対応しえる組織体制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の
法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8463 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

宮島　滋近
石狩川開発建設部千歳川河川
事務所
千歳市住吉１丁目１番１号

平成17年4月1日 2,994,100

本業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や
個人情報保護法、情報公開等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管
理法等関係法令・通達等を熟知し当局の業務に精通している必要があること、
②個人情報に関連するものの取扱いが含まれるため、高い守秘性が求められ
ることから、これらに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有している必要
がある。当該法人は、過去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、
十分対応しえる組織体制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の
法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8464 （財）河川環境管理財団 千歳川外河川巡視等業務

宮島　滋近
石狩川開発建設部千歳川河川
事務所
千歳市住吉１丁目１番１号

平成17年4月1日 13,681,110

北海道内に広く分布する泥炭性地盤は築堤の不等沈下、変形が生じ易いほ
か、洪水時には築堤基盤からの漏水、河岸侵食などがおき易く、河川巡視に
あたっては、過去の巡視データに基づく、多様なデーターベースが必要であ
り、このような多岐に渡る情報を蓄積しているいることが必要。また巡視等の
報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し
中立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務の遂行が可
能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入
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8465 （財）北海道開発協会 大型片面第２原図コピー

宮島　滋近
石狩川開発建設部千歳川河川
事務所
千歳市住吉１丁目１番１号

平成17年4月18日 978 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8466 （財）北海道開発協会 バインダーとじ

宮島　滋近
石狩川開発建設部千歳川河川
事務所
千歳市住吉１丁目１番１号

平成17年4月19日 1,440 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8467 （財）北海道開発協会 表紙ラミレートパック

宮島　滋近
石狩川開発建設部千歳川河川
事務所
千歳市住吉１丁目１番１号

平成17年4月26日 3,700 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8468 （財）北海道開発協会 図面二つ折りのり付け

宮島　滋近
石狩川開発建設部千歳川河川
事務所
千歳市住吉１丁目１番１号

平成17年5月19日 1,800 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8469 （財）北海道開発協会 大型片面第２原図コピー

宮島　滋近
石狩川開発建設部千歳川河川
事務所
千歳市住吉１丁目１番１号

平成17年5月20日 8,146 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8470 （財）北海道開発協会 図面折り

宮島　滋近
石狩川開発建設部千歳川河川
事務所
千歳市住吉１丁目１番１号

平成17年5月23日 2,978 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8471 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力

宮島　滋近
石狩川開発建設部千歳川河川
事務所
千歳市住吉１丁目１番１号

平成17年6月16日 61,992 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8472 （財）北海道開発協会 表紙ラミレートパック

山崎　真一
石狩川開発建設部千歳川河川
事務所
千歳市住吉１丁目１番１号

平成17年9月6日 329 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8473 （財）北海道開発協会 表紙ラミレートパック

山崎　真一
石狩川開発建設部千歳川河川
事務所
千歳市住吉１丁目１番１号

平成17年9月27日 740 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8474 （財）北海道開発協会 図面二つ折りのり付け

山崎　真一
石狩川開発建設部千歳川河川
事務所
千歳市住吉１丁目１番１号

平成17年10月5日 1,824 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）
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8475 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力

山崎　真一
石狩川開発建設部千歳川河川
事務所
千歳市住吉１丁目１番１号

平成17年10月31日 14,718 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8476 （財）北海道開発協会 図面二つ折りのり付け

山崎　真一
石狩川開発建設部千歳川河川
事務所
千歳市住吉１丁目１番１号

平成17年11月2日 1,800 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8477 （財）北海道開発協会 図面二つ折りのり付け

山崎　真一
石狩川開発建設部千歳川河川
事務所
千歳市住吉１丁目１番１号

平成17年11月16日 336 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8478 （財）北海道開発協会 図面二つ折りのり付け

山崎　真一
石狩川開発建設部千歳川河川
事務所
千歳市住吉１丁目１番１号

平成17年11月21日 336 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8479 （財）北海道開発協会 図面二つ折りのり付け

山崎　真一
石狩川開発建設部千歳川河川
事務所
千歳市住吉１丁目１番１号

平成17年12月1日 828 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8480 （財）北海道開発協会 デジタル出力前作業

山崎　真一
石狩川開発建設部千歳川河川
事務所
千歳市住吉１丁目１番１号

平成17年12月16日 210,267 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8481 （財）北海道開発協会 図面二つ折りのり付け

山崎　真一
石狩川開発建設部千歳川河川
事務所
千歳市住吉１丁目１番１号

平成18年1月20日 5,268 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8482 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力

山崎　真一
石狩川開発建設部千歳川河川
事務所
千歳市住吉１丁目１番１号

平成18年1月24日 144,648 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8483 （財）北海道開発協会 表紙作成

山崎　真一
石狩川開発建設部千歳川河川
事務所
千歳市住吉１丁目１番１号

平成18年2月14日 2,015 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8484 （財）北海道開発協会 表紙作成

山崎　真一
石狩川開発建設部千歳川河川
事務所
千歳市住吉１丁目１番１号

平成18年2月23日 2,885 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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8485 （財）河川環境管理財団 石狩川外河川巡視等業務

葛西　聡
石狩川開発建設部滝川河川事
務所
樺戸郡新十津川町字中央８９番
地

平成17年4月1日 40,205,040

北海道内に広く分布する泥炭性地盤は築堤の不等沈下、変形が生じ易いほ
か、洪水時には築堤基盤からの漏水、河岸侵食などがおき易く、河川巡視に
あたっては、過去の巡視データに基づく、多様なデーターベースが必要であ
り、このような多岐に渡る情報を蓄積しているいることが必要。また巡視等の
報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し
中立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務の遂行が可
能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

8486 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

葛西　聡
石狩川開発建設部滝川河川事
務所
樺戸郡新十津川町字中央８９番
地

平成17年4月1日 4,215,392

本業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や
個人情報保護法、情報公開等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管
理法等関係法令・通達等を熟知し当局の業務に精通している必要があること、
②個人情報に関連するものの取扱いが含まれるため、高い守秘性が求められ
ることから、これらに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有している必要
がある。当該法人は、過去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、
十分対応しえる組織体制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の
法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8487 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務（一式）

中津川　誠
石狩川開発建設部豊平川ダム
統合管理事務所
札幌市南区南３２条西８丁目２
－１

平成17年4月1日 6,407,440

本業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や
個人情報保護法、情報公開等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管
理法等関係法令・通達等を熟知し当局の業務に精通している必要があること、
②個人情報に関連するものや工事の実施計画や積算等に関連するものの取
扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これらに対応し得る
組織体制と経験、実績、信用を有している必要がある。当該法人は、過去の業
務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応しえる組織体制を有し
ており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計法第29条の
３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8488 （財）河川環境管理財団 石狩川外河川巡視業務

関田　透
石狩川開発建設部北空知河川
事業所
雨竜郡妹背牛町字妹背牛４８２
－１

平成17年4月1日 24,457,740

北海道内に広く分布する泥炭性地盤は築堤の不等沈下、変形が生じ易いほ
か、洪水時には築堤基盤からの漏水、河岸侵食などがおき易く、河川巡視に
あたっては、過去の巡視データに基づく、多様なデーターベースが必要であ
り、このような多岐に渡る情報を蓄積しているいることが必要。また巡視等の
報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し
中立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務の遂行が可
能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

8489 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

長平　英雄
石狩川開発建設部幾春別川ダ
ム建設事業所
札幌市南区南３２条西８丁目２
－１

平成17年4月1日 6,563,600

本業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や
個人情報保護法、情報公開等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管
理法等関係法令・通達等を熟知し当局の業務に精通している必要があること、
②個人情報に関連するものや工事の実施計画や積算等に関連するものの取
扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これらに対応し得る
組織体制と経験、実績、信用を有している必要がある。当該法人は、過去の業
務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応しえる組織体制を有し
ており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計法第29条の
３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8490 （財）北海道開発協会 図面印刷代・１式

長平　英雄
石狩川開発建設部幾春別ダム
建設事業所
札幌市南区南３２条西８丁目２
－１

平成18年2月7日 5,788 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8491 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務（一式）

樺澤　孝人
石狩川開発建設部夕張シュー
パロダム総合建設事業所
札幌市中央区北１条西２０丁目

平成17年4月1日 8,855,110

本業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や
個人情報保護法、情報公開等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管
理法等関係法令・通達等を熟知し当局の業務に精通している必要があること、
②個人情報に関連するものや工事の実施計画や積算等に関連するものの取
扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これらに対応し得る
組織体制と経験、実績、信用を有している必要がある。当該法人は、過去の業
務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応しえる組織体制を有し
ており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計法第29条の
３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8492 （財）日本気象協会
データ提供機器外使用料（一
式）

樺澤　孝人
石狩川開発建設部夕張シュー
パロダム総合建設事業所
札幌市中央区北１条西２０丁目

平成17年4月1日 1,568,700

ダム施設等において、適時に安全な施設操作管理を実施するため、迅速で精
度の高いダム流入量の予測等が必要であり、そのために必要となる迅速な気
象情報収集能力、局地的な気象予報能力、高速で安定した気象情報提供能
力を有する唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）

単価契約



番号 所管公益法人等の名称
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8493 （財）河川環境管理財団 河川巡視等業務

加藤　剛
石狩川開発建設部金山ダム管
理所
空知郡南富良野町字金山

平成17年4月1日 3,696,930

北海道内に広く分布する泥炭性地盤は築堤の不等沈下、変形が生じ易いほ
か、洪水時には築堤基盤からの漏水、河岸侵食などがおき易く、河川巡視に
あたっては、過去の巡視データに基づく、多様なデーターベースが必要であ
り、このような多岐に渡る情報を蓄積しているいることが必要。また巡視等の
報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し
中立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務の遂行が可
能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

8494 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務
福田　幸司
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年4月1日 2,975,535

本業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や
個人情報保護法、情報公開等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管
理法等の関係法令・通達等を熟知し当局の業務に精通している必要があるこ
と、②個人情報に関連するものや工事の実施計画や積算等に関連するものの
取扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これらに対応し得
る組織体制と経験、実績、信用を有している必要がある。当該法人は、過去の
業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応しえる組織体制を
有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計法第29
条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8495 （財）北海道開発協会 証拠書類編纂等業務
福田　幸司
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年5月31日 1,170,400

本業務の履行に当たっては、当局の業務運営上極めて重要な文書を取り扱う
ことから、高い守秘性とともに、適正な処理が求められるものであり、また、本
件業務を円滑に遂行するためには、法令等を熟知したうえ、当局の業務に精
通し、行政事務経験を有した者による業務従事者を配置できる組織であること
が必要である。当該法人は、本件業務に十分対応する組織と要員を有し、ま
た、長年にわたる業務実績から、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満
たす業務実施能力を有している唯一の法人であるため。（会計法第29条の３
第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

8496 （財）北海道開発協会
広報誌「はこだてプロミネンス」
３，０００部購入

福井　孝
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年10月17日 1,350,000

　当部の監修に基づき、（財）北海道開発協会が所有する各種資料等を活用
し、作成している冊子であり、事業について写真等を多用しわかりやすく紹介し
ているほか、道南地域の情報についても掲載し、地域開発のあり方についても
示唆を与えてくれる図書であることから、発行元から購入する。（会計法第29
条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8497 （財）北海道開発協会
広報誌「はこだてプロミネンス」
３，０００部購入

福井　孝
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成18年3月8日 1,350,000

　当部の監修に基づき、（財）北海道開発協会が所有する各種資料等を活用
し、作成している冊子であり、事業について写真等を多用しわかりやすく紹介し
ているほか、道南地域の情報についても掲載し、地域開発のあり方についても
示唆を与えてくれる図書であることから、発行元から購入する。（会計法第29
条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8498 （財）北海道開発協会
平成１７年度函館開発建設部事
業概要購入

福田　幸司
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年4月11日 3,000,000

「平成１７年度管内事業概要」は、財団法人北海道開発協会が当部の監修に
基づき、多数の資料を活用し、発行している広報用図書である。その内容は、
地元関係者はもとより一般市民にも理解できるよう当部の事業紹介に関するノ
ウハウが十分にいかされた内容・構成となっていることから、当部の事業概要
書として もふさわしい広報用図書であると認められる。以上により、発行元
である財団法人北海道開発協会から購入するものである。（会計法第29条の
３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8499 （財）日本気象協会
函館開発建設部管内道路気象
情報提供

福田　幸司
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年4月1日 26,670,000
　高度な専門性、２４時間迅速な対応のできる体制を有し、地域特性を考慮し
たきめ細やかな情報の提供が可能な唯一の者。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8500 （財）河川情報センター 河川情報提供
福田　幸司
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年4月1日 1,890,000
　河川・流域情報の収集、解析等について専門的知識を有し、防災担当者に
流域毎の情報を提供する独自のシステムを構築、継続的に運営している唯一
の者。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの
―
（Ｈ１７年度限
り）

8501 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

二宮　嘉朗
函館開発建設部函館道路事務
所
北斗市追分４丁目１１－２

平成17年4月1日 3,084,160

本業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や
個人情報保護法、情報公開等の文書管理に関する諸規定を始めとする関係
法令・通達等を熟知し、当局の業務に精通している必要があること、②個人情
報に関連するものや工事の実施計画や積算等に関連するものの取扱いが含
まれるため、高い守秘性が求められることから、これらに対応し得る組織体制
と経験、実績、信用を有している必要がある。当該法人は、過去の業務実績等
から信頼性の高い者であるとともに、十分対応しえる組織体制を有しており、
本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４
項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所
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（円）
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8502
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

函館新道・函館江差自動車道
高規格幹線道路巡回業務

二宮　嘉朗
函館開発建設部函館道路事務
所
北斗市追分４丁目１１－２

平成17年4月1日 38,229,200

　本業務の履行に当たっては、①高速性を担保した中での適切な道路管理を
行うため、常に習熟訓練された人材を有し育成していること、②道路の維持管
理に関する全般的知識や豊富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と
適切な対応が必要であること、③災害未然防止の観点から、路線の特殊性を
熟知し、異常発見時には臨機の措置を適切に講じること等を満たすことが必
要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしている唯一の者であるた
め。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8503
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

函館道路事務所管内　道路巡
回業務

二宮　嘉朗
函館開発建設部函館道路事務
所
北斗市追分４丁目１１－２

平成17年4月1日 22,774,700

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8504
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

函館新道・函館江差自動車道
高規格幹線道路管理ステーショ
ン連絡業務

二宮　嘉朗
函館開発建設部函館道路事務
所
北斗市追分４丁目１１－２

平成17年4月1日 31,390,000

　本業務の履行に当たっては、①災害発生時等において臨機の措置を適切に
講じること、②道路の維持管理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道
路利用者等から寄せられる道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適
切な対応が必要であること、③道路交通情報提供システム関連の機器操作を
熟知していること、④高速性を担保した中での適切な道路管理を行うため、常
に習熟訓練された人材を有し育成していること等を満たすことが必要であり、
当該法人は本業務に必要な条件を満たしている唯一の者であるため。（会計
法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8505
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

函館開発建設部管内　道路交
通情報提供システム運用業務

片倉　浩司
函館開発建設部函館道路事務
所
北斗市追分４丁目１１－２

平成17年9月30日 11,775,400

　本業務の履行に当たっては、①災害発生時等において臨機の措置を適切に
講じること、②道路の維持管理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道
路利用者等から寄せられる道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適
切な対応が必要であること、③道路交通情報提供システム関連の機器操作を
熟知していること、④上記業務を遂行できる人材を有し育成していること等を
満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしている唯
一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委
託等を行わな
いものとした
もの

8506 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

徳山　利信
函館開発建設部江差道路事務
所
檜山郡江差町字泊町１７２

平成17年4月1日 3,084,160

業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や個
人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定を始めとする関係
法令・通達等を熟知し当局の業務に精通している必要があること、②個人情報
に関連するものや工事の実施計画や積算等に関連するものの取扱いが含ま
れるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得る組織体制と経
験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業
務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有
しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計法第29条
の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8507
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回業務

徳山　利信
函館開発建設部江差道路事務
所
檜山郡江差町字泊町１７２

平成17年4月1日 20,819,600

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8508
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

船舶管理等業務

毛利　照男
函館開発建設部函館港湾事務
所
函館市海岸町２５－７

平成17年4月1日 14,996,400
　当該業務を迅速かつ的確に履行し得る技術水準及び乗組員の雇用を恒常
的に確保できる組織体制を有し、業務の遂行を担える高い信頼性を持つ道内
唯一の者。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

単価契約

8509
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

船舶管理等業務

荒井　直人
函館開発建設部江差港湾事務
所
檜山郡江差町字姥神町159

平成17年4月1日 7,503,000
　当該業務を迅速かつ的確に履行し得る技術水準及び乗組員の雇用を恒常
的に確保できる組織体制を有し、業務の遂行を担える高い信頼性を持つ道内
唯一の者。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

単価契約
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8510 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

荒井　直人
函館開発建設部江差港湾事務
所
檜山郡江差町字姥神町159

平成17年4月1日 2,935,000

業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や個
人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定を始めとする関係
法令・通達等を熟知し当局の業務に精通している必要があること、②個人情報
に関連するものや工事の実施計画や積算等に関連するものの取扱いが含ま
れるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得る組織体制と経
験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業
務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有
しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計法第29条
の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

8511 （財）河川環境管理財団 後志利別川河川巡視等業務

高橋　義春
函館開発建設部今金河川事業
所
瀬棚郡今金町字今金４１４－７

平成17年4月1日 8,579,230

北海道内に広く分布する泥炭性地盤は築堤の不等沈下、変形が生じ易いほ
か、洪水時には築堤基盤からの漏水、河岸侵食などがおき易く、河川巡視に
あたっては、過去の巡視データに基づく、多様なデーターベースが必要であ
り、このような多岐に渡る情報を蓄積しているいることが必要。また巡視等の
報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し
中立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務の遂行が可
能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

8512 （財）北海道開発協会
美利河ダム直轄堰堤維持の内
行政事務補助業務

山根　豊
函館開発建設部美利河ダム管
理所
瀬棚郡今金町字美利河

平成17年4月1日 1,171,200

業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や個
人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定を始めとする関係
法令・通達等を熟知し当局の業務に精通している必要があること、②個人情報
に関連するものや工事の実施計画や積算等に関連するものの取扱いが含ま
れるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得る組織体制と経
験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業
務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有
しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計法第29条
の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8513
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回業務

今福　　守
函館開発建設部八雲道路総合
事業所
二海郡八雲町東雲町２３番地

平成17年4月1日 19,764,350

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8514
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路情報連絡等業務

今福　　守
函館開発建設部八雲道路総合
事業所
二海郡八雲町東雲町２３番地

平成17年4月1日 8,866,100
　道路の維持管理に関する全般的知識や豊富な経験があり、道路情報連絡
に必要な人材を確保しているなど、本業務に必要な条件を満たしている唯一
の者。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8515 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

今福　　守
函館開発建設部八雲道路総合
事業所
二海郡八雲町東雲町２３番地

平成17年4月1日 4,449,003

業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や個
人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定を始めとする関係
法令・通達等を熟知し当局の業務に精通している必要があること、②個人情報
に関連するものや工事の実施計画や積算等に関連するものの取扱いが含ま
れるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得る組織体制と経
験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業
務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有
しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計法第29条
の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8516 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

浮田　正
函館開発建設部瀬棚道路総合
事業所
久遠郡せたな町瀬棚区南川１７
６番地２

平成17年4月1日 3,000,815

業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や個
人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定を始めとする関係
法令・通達等を熟知し当局の業務に精通している必要があること、②個人情報
に関連するものや工事の実施計画や積算等に関連するものの取扱いが含ま
れるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得る組織体制と経
験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業
務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有
しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計法第29条
の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
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契約を締結した日

契約金額
（円）
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8517
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回業務

浮田　正
函館開発建設部瀬棚道路総合
事業所
久遠郡せたな町瀬棚区南川１７
６番地２

平成17年4月1日 19,921,760

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8518
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路情報連絡等業務

浮田　正
函館開発建設部瀬棚道路総合
事業所
久遠郡せたな町瀬棚区南川１７
６番地２

平成17年4月1日 8,847,000
　道路の維持管理に関する全般的知識や豊富な経験があり、道路情報連絡
に必要な人材を確保しているなど、本業務に必要な条件を満たしている唯一
の者。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委
託等を行わな
いものとした
もの

8519 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務（一式）

工藤　鉄男
函館開発建設部松前道路維持
事業所
松前郡松前町字建石４８番地

平成17年4月1日 3,065,595

業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や個
人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管
理法等の関係法令・通達等を熟知し当局の業務に精通している必要があるこ
と、②個人情報に関連するものや工事の実施計画や積算等に関連するものの
取扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得る
組織体制と経験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協会
は、過去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る
組織体制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。
（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8520
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回業務（一式）

工藤　鉄男
函館開発建設部松前道路維持
事業所
松前郡松前町字建石４８番地

平成17年4月1日 5,577,100

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8521
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路情報連絡等業務（一式）

工藤　鉄男
函館開発建設部松前道路維持
事業所
松前郡松前町字建石４８番地

平成17年4月1日 8,847,000
　道路の維持管理に関する全般的知識や豊富な経験があり、道路情報連絡
に必要な人材を確保しているなど、本業務に必要な条件を満たしている唯一
の者。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委
託等を行わな
いものとした
もの

8522 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

花田　雄策
函館開発建設部森道路維持事
業所
茅部郡森町字森川町２８０－１

平成17年4月1日 1,976,400

業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や個
人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定を始めとする関係
法令・通達等を熟知し当局の業務に精通している必要があること、②個人情報
に関連するものや工事の実施計画や積算等に関連するものの取扱いが含ま
れるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得る組織体制と経
験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業
務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有
しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計法第29条
の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8523
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回業務

花田　雄策
函館開発建設部森道路維持事
業所
茅部郡森町字森川町２８０－１

平成17年4月1日 18,033,500

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8524
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路情報連絡等業務

花田　雄策
函館開発建設部森道路維持事
業所
茅部郡森町字森川町２８０－１

平成17年4月1日 8,847,000
　道路の維持管理に関する全般的知識や豊富な経験があり、道路情報連絡
に必要な人材を確保しているなど、本業務に必要な条件を満たしている唯一
の者。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委
託等を行わな
いものとした
もの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

8525 （財）河川情報センター 河川情報供給
岡崎　新太郎
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５－５

平成17年4月1日 1,071,000
本件の履行に当たっては、防災情報を一元的に提供する必要が有り、当該法
人は河川管理者の有する水文情報・防災情報を提供している唯一の法人であ
るため。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの
―
（Ｈ１７年度
限り）

8526 （独）北海道開発土木研究所
橋梁における新設計法及び埋
設型枠の耐震性能に関する調
査研究業務

岡崎　新太郎
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５－５

平成17年6月13日 40,990,950

本業務の履行に当たっては、①業務遂行上の各種判断における公平性、中立
性が強く求められることから、高い公益性を有していること②新技術・新工法に
対し橋梁全般の構造特性とその耐久性に関する専門的知識を有していること
③北海道の地域特性と道路設計等について豊富な専門知識を有していること
④大型の供試体による載荷試験を行うための施設と経験及び技術的知識を
有していること、が必要である。これらの条件を満たす施設、専門技術及び経
験を有する北海道内唯一の試験研究機関であるため。（会計法第29条の３第
４項）

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

8527 （独）北海道開発土木研究所
一般国道393号における岩盤路
床の凍上性評価に関する調査
研究業務

岡崎　新太郎
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５－５

平成17年7月8日 9,428,580

本業務の履行に当たっては、①岩盤路床の基準作成の基礎となることから、
道路工事の施工にあたり特定の者が有利となる可能性があることなど、将来
を含めて影響が大きいため、高い公平性、中立性を有していること②岩盤路床
に対し合否判定の調査や手法を確立するための高度な技術と専門的知識を
有していること③凍上性岩盤の判定を行う試験法についての経験及び技術的
知識を有していること④寒冷地の地域特性と道路設計等について豊富な専門
知識を有していること、が必要である。これらの条件を満たす北海道内唯一の
試験研究機関であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
公募方式に移
行）

公募手続きを
導入

8528 （財）日本気象協会 気象情報提供
岡崎　新太郎
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５－５

平成17年4月1日 8,190,000

本件の履行にあたっては、①道路管理に必要な気象情報を提供することか
ら、気象観測及び予測に関する高度な専門知識や極めて高い技術を有し、実
績と経験を有していること②携帯電話で閲覧可能なホームページに道路通行
規制情報とともに、気象情報を掲載し公開することから、公共性及び高い信頼
性を有していること③開発局の気象データを用いて通行規制区間の事前連
絡・初動パトロールを道路管理者へ行うためのシステムを研究開発史保有し
ていること、が必要不可欠である。当該法人はこれらの条件を満たしている者
であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8529 （財）日本気象協会 気象情報供給
岡崎　新太郎
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５－５

平成17年4月1日 4,830,000

本件の履行に当たっては、①各種気象情報の的確かつ迅速な供給が可能で
あること②降雨予測のため気象学に対する博識を有していることが必要不可
欠である。本件に必要な、気象学に関する高度な知識・経験を有し、気象観測
調査・解析、気象情報システム開発等幅広な調査研究、予測活動の実績を有
し、総合的気象業務を遂行している唯一の法人であるため。（会計法第29条の
３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

8530 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務
岡崎　新太郎
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５－５

平成17年4月1日 8,850,765

本件の履行に当たっては、取扱書類等の高い守秘性が求められる他、関係法
令・通達等を熟知し、当局の業務全般に精通していることが求められる。これ
に対応しうる組織体制及び経験・実績、信用を有する必要がある。当該法人
は、その業務実績からも、信頼性の高い者であるため。（会計法第29条の３第
４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8531 （財）北海道開発協会
平成17年度　管内事業概要
(2,500部）購入

岡崎　新太郎
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５－５

平成17年4月6日 3,325,000

財団法人北海道開発協会が発行する「管内事業概要」は当部の監修により、
所管事業を詳細かつ正確に記述しているほか、管内２０市町村の概要などを
イラスト、地図などを利用して分かりやすく説明されていることから、当部の事
業概要を効果的・効率的に情報提供できるものである。以上のことから、発行
元である財団法人北海道開発協会から購入するものである。（会計法第29条
の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8532 （財）北海道開発協会 証拠書類編纂等業務
岡崎　新太郎
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５－５

平成17年4月28日 1,221,100

本業務の履行に当たっては、当局の業務運営上極めて重要な文書を取り扱う
ことから、高い守秘性とともに、適正な処理が求められるものであり、また、本
件業務を円滑に遂行するためには、法令等を熟知したうえ、当局の業務に精
通し、行政事務経験を有した者による業務従事者を配置できる組織であること
が必要である。当該法人は、本件業務に十分対応する組織と要員を有し、ま
た、長年にわたる業務実績から、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満
たす業務実施能力を有している唯一の法人であるため。（会計法第29条の３
第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

8533 （財）北海道開発協会 図面二つ折りのり付け
上田　正昭
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５－５

平成17年10月3日 1,720 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8534
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

小樽開発建設部管内　道路交
通情報提供システム運用業務
（単価契約）

岡崎　新太郎
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５－５

平成17年4月1日 2,361,550

　本業務の履行に当たっては、①災害発生時等において臨機の措置を適切に
講じること、②道路の維持管理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道
路利用者等から寄せられる道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適
切な対応が必要であること、③道路交通情報提供システム関連の機器操作を
熟知していること、④上記業務を遂行できる人材を有し育成していること等を
満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしている唯
一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8535 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

高島　巧
小樽開発建設部小樽道路事務
所
小樽市長橋４丁目１４－３４

平成17年4月1日 6,168,320

本件の履行に当たっては、取扱書類等の高い守秘性が求められる他、関係法
令・通達等を熟知し、当局の業務全般に精通していることが求められる。これ
に対応しうる組織体制及び経験・実績、信用を有する必要がある。当該法人
は、その業務実績からも、信頼性の高い者であるため。（会計法第29条の３第
４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8536
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

小樽道路事務所管内一般国道
５号外３路線道路巡回業務

高島　巧
小樽開発建設部小樽道路事務
所
小樽市長橋４丁目１４－３４

平成17年4月1日 24,354,700

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8537 清水鋼機（株）
一般国道５号余市町余市流雪
溝鋼矢板賃貸借

高島　巧
小樽開発建設部小樽道路事務
所
小樽市長橋４丁目１４－３４

平成17年4月1日 7,056,000

余市流雪溝において、余市川河口の取水施設周辺に波浪により砂が堆積し、
稼働に支障が生じたため、仮止めとして鋼矢板を設置して堆積を防いでいる。
砂を防ぎ、流水機能を正常にする導流堤設置まで鋼矢板を存置する必要があ
るため、引き続き賃貸借するものである。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）

単価契約
Ｈ１８年度限り

8538 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

中屋　正治
小樽開発建設部倶知安道路事
務所
虻田郡倶知安町北７条東２丁目

平成17年4月1日 6,168,320

本件の履行に当たっては、取扱書類等の高い守秘性が求められる他、関係法
令・通達等を熟知し、当局の業務全般に精通していることが求められる。これ
に対応しうる組織体制及び経験・実績、信用を有する必要がある。当該法人
は、その業務実績からも、信頼性の高い者であるため。（会計法第29条の３第
４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8539
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回業務

中屋　正治
小樽開発建設部倶知安道路事
務所
虻田郡倶知安町北７条東２丁目

平成17年4月1日 18,828,720

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8540 （財）北海道開発協会 大型片面コピー（１式）

中屋　正治
小樽開発建設部倶知安道路事
務所
虻田郡倶知安町北７条東２丁目

平成17年6月23日 1,675 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8541 （財）北海道開発協会 大型片面コピー（１式）

中屋　正治
小樽開発建設部倶知安道路事
務所
虻田郡倶知安町北７条東２丁目

平成17年8月2日 11,187 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

8542 （財）北海道開発協会 大型片面コピー（１式）

中屋　正治
小樽開発建設部倶知安道路事
務所
虻田郡倶知安町北７条東２丁目

平成17年8月5日 2,010 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8543 （財）北海道開発協会 大型片面コピー（１式）

中屋　正治
小樽開発建設部倶知安道路事
務所
虻田郡倶知安町北７条東２丁目

平成17年9月12日 1,675 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8544
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回業務

山﨑　睦雄
小樽開発建設部岩内道路事務
所
岩内郡岩内町字東山104

平成17年4月1日 7,800,000

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8545 （財）北海道開発協会 複写等業務一式

山﨑　睦雄
小樽開発建設部岩内道路事務
所
岩内郡岩内町字東山104

平成17年6月2日 37,350 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8546 （財）北海道開発協会 複写等業務一式

山﨑　睦雄
小樽開発建設部岩内道路事務
所
岩内郡岩内町字東山104

平成17年6月13日 4,264 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8547 （財）北海道開発協会 複写等業務一式

山﨑　睦雄
小樽開発建設部岩内道路事務
所
岩内郡岩内町字東山104

平成17年7月6日 1,230 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8548 （財）北海道開発協会 複写等業務一式

山﨑　睦雄
小樽開発建設部岩内道路事務
所
岩内郡岩内町字東山104

平成17年7月14日 2,016 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8549 （財）北海道開発協会 複写等業務一式

山﨑　睦雄
小樽開発建設部岩内道路事務
所
岩内郡岩内町字東山104

平成17年8月1日 4,782 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8550 （財）北海道開発協会 複写等業務一式

山﨑　睦雄
小樽開発建設部岩内道路事務
所
岩内郡岩内町字東山104

平成17年9月13日 5,221 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8551
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

船舶管理等業務

戀塚　貴
小樽開発建設部小樽港湾事務
所
小樽市築港２－２

平成17年4月1日 13,368,300
　当該業務を迅速かつ的確に履行し得る技術水準及び乗組員の雇用を恒常
的に確保できる組織体制を有し、業務の遂行を担える高い信頼性を持つ道内
唯一の者。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

単価契約



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

8552 （財）北海道開発協会
行政事務補助業務（小樽港湾事
務所）

戀塚　貴
小樽開発建設部小樽港湾事務
所
小樽市築港２－２

平成17年4月1日 1,911,600

本件の履行に当たっては、取扱書類等の高い守秘性が求められる他、関係法
令・通達等を熟知し、当局の業務全般に精通していることが求められる。これ
に対応しうる組織体制及び経験・実績、信用を有する必要がある。当該法人
は、その業務実績からも、信頼性の高い者であるため。（会計法第29条の３第
４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

8553 （財）北海道開発協会
行政事務補助業務（古平分駐
所）

戀塚　貴
小樽開発建設部小樽港湾事務
所
小樽市築港２－２

平成17年4月1日 1,911,600

本件の履行に当たっては、取扱書類等の高い守秘性が求められる他、関係法
令・通達等を熟知し、当局の業務全般に精通していることが求められる。これ
に対応しうる組織体制及び経験・実績、信用を有する必要がある。当該法人
は、その業務実績からも、信頼性の高い者であるため。（会計法第29条の３第
４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

8554 （財）河川環境管理財団 尻別川河川巡視業務

中浜　利和
小樽開発建設部蘭越河川事業
所
磯谷郡蘭越町蘭越町２２２

平成17年4月1日 8,946,025

北海道内に広く分布する泥炭性地盤は築堤の不等沈下、変形が生じ易いほ
か、洪水時には築堤基盤からの漏水、河岸侵食などがおき易く、河川巡視に
あたっては、過去の巡視データに基づく、多様なデーターベースが必要であ
り、このような多岐に渡る情報を蓄積しているいることが必要。また巡視等の
報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し
中立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務の遂行が可
能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

8555 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

佐々木　泰比古
小樽開発建設部寿都道路建設
事業所
寿都郡寿都町字矢追町706番地

平成17年4月1日 2,722,735

本件の履行に当たっては、取扱書類等の高い守秘性が求められる他、関係法
令・通達等を熟知し、当局の業務全般に精通していることが求められる。これ
に対応しうる組織体制及び経験・実績、信用を有する必要がある。当該法人
は、その業務実績からも、信頼性の高い者であるため。（会計法第29条の３第
４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8556 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

沢口　寛治
小樽開発建設部黒松内道路維
持事業所
寿都郡黒松内町字熱郛１０７番
地

平成17年4月1日 2,892,980

本件の履行に当たっては、取扱書類等の高い守秘性が求められる他、関係法
令・通達等を熟知し、当局の業務全般に精通していることが求められる。これ
に対応しうる組織体制及び経験・実績、信用を有する必要がある。当該法人
は、その業務実績からも、信頼性の高い者であるため。（会計法第29条の３第
４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8557
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回業務

沢口　寛治
小樽開発建設部黒松内道路維
持事業所
寿都郡黒松内町字熱郛１０７番
地

平成17年4月1日 16,187,300

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8558
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路情報連絡等業務

沢口　寛治
小樽開発建設部黒松内道路維
持事業所
寿都郡黒松内町字熱郛１０７番
地

平成17年4月1日 8,847,000

上記業務は、一般国道等に係る道路情報の提供及び受理に関する業務を主
体とし、多岐にわたっての業務内容であり、極めて公共性の高いことから、迅
速かつ適正な対応を要するものである。これらの業務に対応するには、技術
的知識及び経験を有するものを充てなくてはならないが、（財）北海道道路管
理技術センターは、上記業務を的確に対応できる人材を有し、速やかに処理
する組織体制を有している上、道路管理関係事業に精通しており、営利を目
的としない公益法人であることから、他の民間企業と比べ有利な価格で契約で
きる。（財）北海道道路管理技術センターの運営は、専門知識の集結、高い識
見の下で行われており、極めて信頼性の高いことが認められる上、秘密の保
持ができる。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委
託等を行わな
いものとした
もの

8559
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

船舶管理等業務

石島　隆司
小樽開発建設部岩内港湾事業
所
岩内郡岩内町字大和２３－１

平成17年4月1日 14,085,350
　当該業務を迅速かつ的確に履行し得る技術水準及び乗組員の雇用を恒常
的に確保できる組織体制を有し、業務の遂行を担える高い信頼性を持つ道内
唯一の者。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

単価契約



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

8560 （財）北海道開発協会 証拠書類編纂等業務
森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月1日 2,979,200

本業務の履行に当たっては、当局の業務運営上極めて重要な文書を取り扱う
ことから、高い守秘性とともに、適正な処理が求められるものであり、また、本
件業務を円滑に遂行するためには、法令等を熟知したうえ、当局の業務に精
通し、行政事務経験を有した者による業務従事者を配置できる組織であること
が必要である。当該法人は、本件業務に十分対応する組織と要員を有し、ま
た、長年にわたる業務実績から、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満
たす業務実施能力を有している唯一の法人であるため。（会計法第29条の３
第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
（19年度から一
般競争に移行）

8561 （財）北海道開発協会 平成17年度管内事業概要
森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月1日 3,450,000

「平成１７年度管内事業概要」は、財団法人北海道開発協会が当部の監修に
基づき、所有する資料を活用し、発行している書籍であり、当部の事業等の詳
細が一般市民にも理解できるようＰＲに関するノウハウが生かされた内容・構
成となっており、旭川開発建設部の事業概要書として もふさわしい書籍であ
る。以上のことから、発行元である財団法人北海道開発協会から購入するも
のである。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8562 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務
森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月1日 7,339,520

業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や個
人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定、物品管理法等の
関係法令・通達等を熟知し当局の業務に精通している必要があること、②個人
情報に関連するものの取扱いが多数含まれるため、高い守秘性が求められる
ことから、これに対応し得る組織体制と経験、実績及び信用を有している必要
がある。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性の高い者で
あるとともに、十分対応し得る組織体制を有しており、本業務を遂行することが
できる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8563 （財）日本気象協会
旭川開発建設部管内道路気象
情報提供業務

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月1日 31,290,000

本業務の履行にあたって契約業者は、①国道の安全かつ効率的な維持管理
を目的とした気象情報の供給のために、広域的な気象観測網や気象に関する
豊富な情報と高度な専門知識を有し、地域特性を考慮したきめ細かい気象情
報が提供できること。②信頼性の優れた気象予測、局所的・限定的な気象観
測など各種用途に合わせた気象情報の提供及び配信等について、２４時間、
迅速かつ正確な対応ができること。③気象予報業務の許可を受けているととも
に、積雪寒冷地特有の特徴を持つ北海道内及び旭川地方の道路気象、道路
管理に関する専門的な知見を有していること。④道路管理のための気象情報
を提供するにあたって、行政的見地からの広範な知識と、防災活動のための
基礎情報として高い公平性・中立性・信頼性を有していることの全てを満たし
ていることが必要不可欠である。財団法人日本気象協会は、全道約２５０箇所
に配置した独自の気象観測システム（アメダス）の情報を一元的に集約し、さら
に気象庁アメダス等他機関データも収集し、加工処理・解析して、独自の詳細
な気象現象メッシュ情報（ハイブリッドメッシュ）を作成しており、地域特性を考
慮したきめ細かい気象情報の提供が可能な唯一の機関である。また、独自の
総合気象数値予報システム（シンフォス）を運用し、気象に関する豊富な情報
を有し、気象予測・観測情報を広域的及び地域毎に分かりやすく加工し、迅速
かつ的確に提供する気象情報システム（マイコス）を構築し、継続的に運営し
ている唯一の機関である。
技術者は、道内に気象予報士４５名、技術士（建設部門一道路）２名を擁し、気
象と道路管理に関する高度な専門的な知識を有し、２４時間体制で気象現象
を監視している。さらに同法人は、公益法人としての公平性・中立性を確保し
ていること、また、気象予報業務許可を受けている（予報許可第５号）とともに
道内７事業所において各種事業に沿った道路気象調査業務を受託しており、
北海道各地における道路気象に精通している唯一の機関である。（会計法第
29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8564 （財）河川情報センター 河川情報提供
森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月1日 7,717,500

本業務の履行に当たっての契約業者は、①河川情報提供業務を実施するに
当たって行政的見地から高い公平性・中立性②河川・ダムの雨量、水位等情
報について河川・流域情報の収集、処理・加工、解析について専門的な知識、
業務実績が必要不可欠である。河川情報センターは、国土交通省や都道府県
の有する河川情報を収集し、流域毎にとりまとめ、データ処理し、分かりやすく
加工したものを防災担当者へ提供する独自の河川情報システムを構築し、継
続的に運営している唯一の機関である。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの
―
（Ｈ１７年度限
り）

8565 （財）日本気象協会 気象情報提供（河川）
森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月1日 1,955,000

本業務の遂行に当たっては、各種気象情報を的確かつ迅速に供給が可能で
あること、また、気象観測のための気象学に精通しているとともに、石狩川流
域及び天塩川上流域の気象特性に精通していることが必要である。（財）日本
気象協会は、気象に関する事業の発展を図り、公共の福祉の増進に寄与する
ことを目的として設立され、石狩川流域をはじめとする各地の気象に関する調
査研究を行っており、気象学に関する高度な知識・経験を有している。以上の
ことから上記業者を随意契約の相手方として選定するものである。（会計法第
29条の３第４項）

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所
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契約を締結した日

契約金額
（円）
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8566 （独）北海道開発土木研究所
美深橋合成床版および複合構
造横断函渠に関する研究

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月25日 5,999,680

　当該業務の履行にあたっては、①ＲＣ床版の老朽化に伴う床版取り替え施
工に際し、疲労耐久性の向上や死荷重軽減から合成床版化の新技術が採用
され、合成効果及び耐久性について検討が必要であること、②複合横断函渠
の施工にあたって、景観性及びコスト縮減を実現しつつ現地条件に適合した
設計や構造細目等について検討を行う必要があることから、過去からの各種
実験結果及び情報その効果を測定し判断する総合的かつ高度な専門技術を
有することが不可欠である。（独）北海道開発土木研究所は、①北海道の道路
事業において道路構造物の研究検討に対し、多様な技術的施策を検討しその
確立を進めてきた実績を有している、②新構造の検討についても、同研究所
が民間企業と共同研究を行い技術開発を行った実績を有していることから、過
去からの各種実験結果及び情報その効果を測定し判断する総合的かつ高度
な専門技術を有する唯一の者である。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
公募方式に移
行）

公募手続きを
導入

8567 （独）北海道開発土木研究所
基礎の設計法および不良土の
利用法に関する調査検討

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月25日 9,999,360

　当該業務の履行にあたっては、①高規格道路橋の深礎杭の孔壁土留工に
おいて、当局で初めて採用した工法であり、現場における深礎杭周面摩擦力
の評価と基礎の安定性を長期実荷重に対して照査する必要があること、②高
規格道路橋の施工にあたって採用した直接基礎について、地盤から決定する
極限支持力は構造物の寸法効果の影響を受けることとなるため、地盤種別に
応じた支持力照査が必要であり、現場における平板載荷試験の実施成果から
大規模直接基礎の支持力照査及び形状により地盤反力が変化する寸法効果
の検証が必要となること、③工事で発生する不良土を盛土材料として有効活
用するため、不良土判定を行ったうえで、固化材選定、固化材添加量及び品
質管理方法の検討が必要であることから、過去からの各種実験結果及び情報
その効果を測定し判断する総合的かつ高度な専門技術を有することが不可欠
である。（独）北海道開発土木研究所は、①北海道の道路事業において道路
構造物の研究検討に対し、多様な技術的施策を検討しその確立を進めてきた
実績を有している、②この新技術の検討についても、過去からの各種実験結
果及び情報その効果を測定し判断する総合的かつ高度な専門技術を有する
唯一の者である。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
公募方式に移
行）

公募手続きを
導入

8568 （財）北海道開発協会 大型片面第２原図コピー1.2m
森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年7月29日 1,173 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8569 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業　データ修
正　７枚

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年8月22日 7,560 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8570 （財）北海道開発協会
デジタル片面フルカラー出力　Ａ
１　２枚

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年8月26日 6,384 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8571
（社）北海道うまの道ネット
ワーク協会

上川地域　農業農村整備拠点モ
デル等調査委託業務

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年8月31日 1,481,000

本業務の履行にあたっては、①乗馬やﾎｰｽﾄﾚｯｷﾝｸﾞ等の現状等について熟知
していること、また、各団体の活動状況を把握していること。②馬を活用した地
域振興、交流事業等について精通した知識と経験を有すること。の条件を満た
すことが必要であり、（社）北海道うまの道ネットワーク協会は、北海道におけ
る馬及び関連施設等に係る情報収集及び提供、地域振興及び交流事業、啓
発普及活動、馬の道ネットワークに関する調査研究を実施している唯一の機
関である。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
（18年度契約で
は、企画競争を
実施し、19年度
以降、総合評価
による一般競争

に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
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契約を締結した日
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（円）
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8572 （独）北海道開発土木研究所
多量降雪に伴う新雪雪崩に対応
した雪崩防止柵の改良に伴う調
査

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年8月31日 9,583,560

　当該業務の履行にあたって、雪崩防止策の改良を計画するにあたり、明確
になっていない新雪雪崩の発生メカニズムと雪崩柵の壁材（支持面）の仕様と
効果について、①新雪雪崩発生時の現地調査と記録画像の解析、②堆雪期
における新雪断面調査、③模型実験による壁材（支持面）の形状比較解析試
験を行う必要があるが、（独）北海道開発土木研究所は、北海道の雪崩対策
に関する研究に長年取り組んでおり、除雪・防雪ハンドブック等の編集を行っ
ており、②実験に使用する雪崩実験装置（雪崩実験シュート）を有している北
海道唯一の機関であること、③防雪柵など風洞実験の実績があり、壁材の風
洞実験が可能であることから、本業務の実施能力を有している唯一の者であ
る。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

8573 （財）北海道開発協会
大型片面第２原図コピー Ａ２　６
７枚

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年9月15日 38,056 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8574 （独）北海道開発土木研究所
旭橋の構造特性評価に関する
研究

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年9月26日 19,746,720

　本業務の履行にあたって、①既設構造物の部材及び構造特性評価、②実地
震動記録の分析評価、③模型実験及び数値解析、既往地震における橋梁の
被災状況等に基づく耐震性能評価、④実橋を用いた上部工振動試験・下部工
制動加振試験に基づく震動特性評価が必要となるが、（独）北海道開発土木
研究所は、①北海道の国道橋において適用している設計施工要領等を策定し
ており、橋梁の構造特性、耐震設計手法を熟知している、②北海道で唯一の
構造物及び地盤の地震動を計測するシステム（ＷＩＳＥ）を有しており、時刻歴
波形データ等を活用した各種の橋梁耐震性能実験及び数値解析等による耐
震性能評価実績を有している、③十勝大橋や石狩河口橋等といった長大橋に
おいて、各種振動実験及び数値解析を実施し、これらの振動特性・健全性評
価を行った実績を有していることから、本業務を履行できる唯一の者である。
（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

8575 （財）北海道開発協会 片面第２原図コピー Ａ３　２枚
森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年10月13日 570 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8576 （財）北海道開発協会
旭川開発建設部広報誌「でべ
ろぉぴんぐ」34号

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年10月18日 1,350,000

　（財）北海道開発協会が当部の監修の下、開発事業に関する各種資料等を
活用の上、作成・発行しているものであり、関係者はもとより一般地域住民等
にも理解できる内容構成となっているため、広報誌として もふさわしいことか
ら、発行元から購入する。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8577 （財）北海道開発協会 大型片面第２原図コピー3m
森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年11月29日 5,733 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8578 （財）北海道開発協会
大型片面第２原図コピー Ａ２　５
枚

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年12月26日 2,840 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8579 （財）北海道開発協会
旭川開発建設部広報誌「でべ
ろぉぴんぐ」35号

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成18年3月14日 1,350,000

　（財）北海道開発協会が当部の監修の下、開発事業に関する各種資料等を
活用の上、作成・発行しているものであり、関係者はもとより一般地域住民等
にも理解できる内容構成となっているため、広報誌として もふさわしいことか
ら、発行元から購入する。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）
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講ずる措置 備考

8580 （財）河川環境管理財団 河川巡視等業務

吉田　俊雄
旭川開発建設部旭川河川事務
所
旭川市永山１条２１丁目３番２１
号

平成17年4月1日 43,287,110

北海道内に広く分布する泥炭性地盤は築堤の不等沈下、変形が生じ易いほ
か、洪水時には築堤基盤からの漏水、河岸侵食などがおき易く、河川巡視に
あたっては、過去の巡視データに基づく、多様なデーターベースが必要であ
り、このような多岐に渡る情報を蓄積しているいることが必要。また巡視等の
報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し
中立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務の遂行が可
能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

8581 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

吉田　俊雄
旭川開発建設部旭川河川事務
所
旭川市永山１条２１丁目３番２１
号

平成17年4月1日 13,127,200

業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や個
人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管
理法、国有財産法、河川法等の関係法令・通達等を熟知し当局の業務に精通
している必要があること、②個人情報に関連するものが含まれるため、高い守
秘性が求められることから、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を
有している必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼
性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有しており、本業務を
遂行することができる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8582 （財）河川環境管理財団 天塩川河川巡視等業務

一関　祐次
旭川開発建設部名寄河川事務
所
名寄市西６条南９丁目

平成17年4月1日 27,712,734

北海道内に広く分布する泥炭性地盤は築堤の不等沈下、変形が生じ易いほ
か、洪水時には築堤基盤からの漏水、河岸侵食などがおき易く、河川巡視に
あたっては、過去の巡視データに基づく、多様なデーターベースが必要であ
り、このような多岐に渡る情報を蓄積しているいることが必要。また巡視等の
報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し
中立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務の遂行が可
能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

8583
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

旭川道路事務所管内　道路巡
回業務

夏伐　耕一
旭川開発建設部旭川道路事務
所
旭川市神楽1条６丁目

平成17年4月1日 16,236,700

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8584 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

夏伐　耕一
旭川開発建設部旭川道路事務
所
旭川市神楽1条６丁目

平成17年4月1日 5,704,195

業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や個
人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管
理法等、各種法令を熟知し当局の業務に精通している必要があること、②個
人情報に関連するものの取り扱いが含まれるため、高い守秘性が求められる
ことから、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有している必要が
ある。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性の高い者であ
るとともに、十分対応し得る組織体制を有しており、本業務を遂行することがで
きる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8585
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

士別道路事務所管内道路巡回
業務

新目　竜一
旭川開発建設部士別道路事務
所
士別市大通西15丁目3142-31

平成17年4月1日 13,901,400

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8586
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

名寄バイパス高規格幹線道路
巡回業務

新目　竜一
旭川開発建設部士別道路事務
所
士別市大通西15丁目3142-31

平成17年4月1日 18,879,900

　本業務の履行に当たっては、①高速性を担保した中での適切な道路管理を
行うため、常に習熟訓練された人材を有し育成していること、②道路の維持管
理に関する全般的知識や豊富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と
適切な対応が必要であること、③災害未然防止の観点から、路線の特殊性を
熟知し、異常発見時には臨機の措置を適切に講じること等を満たすことが必
要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしている唯一の者であるた
め。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入
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8587
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

名寄バイパス高規格幹線道路
管理ステーション連絡業務

新目　竜一
旭川開発建設部士別道路事務
所
士別市大通西15丁目3142-31

平成17年4月1日 22,958,500

　本業務の履行に当たっては、①災害発生時等において臨機の措置を適切に
講じること、②道路の維持管理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道
路利用者等から寄せられる道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適
切な対応が必要であること、③道路交通情報提供システム関連の機器操作を
熟知していること、④高速性を担保した中での適切な道路管理を行うため、常
に習熟訓練された人材を有し育成していること等を満たすことが必要であり、
当該法人は本業務に必要な条件を満たしている唯一の者であるため。（会計
法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8588 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

綱藤　孝志
旭川開発建設部富良野道路事
務所
富良野市字西扇山の１

平成17年4月1日 7,079,613

業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や個
人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定等を熟知し当局の
業務に精通している必要があること、②個人情報に関するものや工事の実施
計画や積算等に関連するものの取り扱いが含まれるため、高い守秘性が求め
られることから、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有している必
要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性の高い者
であるとともに、十分対応し得る組織体制を有しており、本業務を遂行すること
ができる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8589
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回業務

綱藤　孝志
旭川開発建設部富良野道路事
務所
富良野市字西扇山の１

平成17年4月1日 17,346,640

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8590 （財）河川環境管理財団 河川巡視等業務

石田　勝
旭川開発建設部富良野河川事
業所
富良野市西扇山の１

平成17年4月1日 3,929,796

北海道内に広く分布する泥炭性地盤は築堤の不等沈下、変形が生じ易いほ
か、洪水時には築堤基盤からの漏水、河岸侵食などがおき易く、河川巡視に
あたっては、過去の巡視データに基づく、多様なデーターベースが必要であ
り、このような多岐に渡る情報を蓄積しているいることが必要。また巡視等の
報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し
中立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務の遂行が可
能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

8591 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

石田　勝
旭川開発建設部富良野河川事
業所
富良野市西扇山の１

平成17年4月1日 3,281,800

業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や個
人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管
理法、国有財産法、河川法等の関係法令・通達等を熟知し当局の業務に精通
している必要があること、②個人情報に関連するものや工事の実施計画や積
算等に関連するものの取り扱いが含まれるため、高い守秘性が求められるこ
とから、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有している必要があ
る。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性の高い者であると
ともに、十分対応し得る組織体制を有しており、本業務を遂行することができる
唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8592 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

加賀　恒夫
旭川開発建設部忠別ダム建設
事業所
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月1日 3,281,800

業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や個
人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定等を熟知し当局の
業務に精通している必要があること、②個人情報に関連するものや工事の実
施計画や積算等に関連するものの取り扱いが含まれるため、高い守秘性が求
められることから、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有している
必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性の高い
者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有しており、本業務を遂行する
ことができる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8593 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

竹本 典道
旭川開発建設部サンルダム建
設事業所
旭川市宮前通町東4155-31

平成17年4月1日 3,084,160

業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や個
人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定、会計法、通達等
を熟知し当局の業務に精通している必要があること、②工事の実施計画や積
算、補償等に関連するものの取り扱いが含まれるため、高い守秘性が求めら
れることから、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有している必
要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性の高い者
であるとともに、十分対応し得る組織体制を有しており、本業務を遂行すること
ができる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの
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8594 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

長原　孝二
旭川開発建設部大雪ダム管理
所
上川郡上川町字層雲峡大学平

平成17年4月1日 3,055,880

業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や個
人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管
理法等の関係法令・通達等を熟知し当局の業務に精通している必要があるこ
と、②個人情報に関連するものや工事の実施計画や積算等に関連するものの
取り扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得
る組織体制と経験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協
会は、過去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得
る組織体制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。
（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8595 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

森竹　豊計
旭川開発建設部上川道路建設
事業所
上川郡上川町字共進２２７番２７

平成17年4月1日 2,995,680

業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や個
人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管
理法等の関係法令・通達等を熟知し当局の業務に精通している必要があるこ
と、②個人情報に関連するものや工事の実施計画や積算等に関連するものの
取り扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得
る組織体制と経験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協
会は、過去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得
る組織体制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。
（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8596 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

渡辺　益幸
旭川開発建設部音威子府道路
建設事業所
中川郡音威子府村字音威子府

平成17年4月1日 3,084,160

業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や個
人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管
理法等の関係法令・通達等を熟知し当局の業務に精通している必要があるこ
と、②個人情報に関連するものや工事の実施計画や積算等に関連するものの
取り扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得
る組織体制と経験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協
会は、過去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得
る組織体制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。
（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8597
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

上川道路維持事業所管内　道
路巡回業務

嘉藤　克行
旭川開発建設部上川道路維持
事業所
上川郡上川町旭町

平成17年4月1日 15,731,500

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8598
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

旭川紋別自動車道　高規格幹
線道路巡回業務

嘉藤　克行
旭川開発建設部上川道路維持
事業所
上川郡上川町旭町

平成17年4月1日 42,356,700

　本業務の履行に当たっては、①高速性を担保した中での適切な道路管理を
行うため、常に習熟訓練された人材を有し育成していること、②道路の維持管
理に関する全般的知識や豊富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と
適切な対応が必要であること、③災害未然防止の観点から、路線の特殊性を
熟知し、異常発見時には臨機の措置を適切に講じること等を満たすことが必
要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしている唯一の者であるた
め。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8599
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

旭川紋別自動車道　高規格幹
線道路管理ステーション連絡業
務

嘉藤　克行
旭川開発建設部上川道路維持
事業所
上川郡上川町旭町

平成17年4月1日 31,390,000

　本業務の履行に当たっては、①災害発生時等において臨機の措置を適切に
講じること、②道路の維持管理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道
路利用者等から寄せられる道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適
切な対応が必要であること、③道路交通情報提供システム関連の機器操作を
熟知していること、④高速性を担保した中での適切な道路管理を行うため、常
に習熟訓練された人材を有し育成していること等を満たすことが必要であり、
当該法人は本業務に必要な条件を満たしている唯一の者であるため。（会計
法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8600
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

上川道路維持事業所　道路交
通情報提供システム運用等業
務

嘉藤　克行
旭川開発建設部上川道路維持
事業所
上川郡上川町旭町

平成17年4月1日 23,615,500

　本業務の履行に当たっては、①災害発生時等において臨機の措置を適切に
講じること、②道路の維持管理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道
路利用者等から寄せられる道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適
切な対応が必要であること、③道路交通情報提供システム関連の機器操作を
熟知していること、④上記業務を遂行できる人材を有し育成していること等を
満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしている唯
一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

8601 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

田中　一男
旭川開発建設部美深道路維持
事業所
中川郡美深町敷島143

平成17年4月1日 2,108,160

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開
法等の文書管理に関する諸規定、物品管理法等の関係法令・通達等を熟知し
当局の業務に精通している必要があること、②個人情報に関連するものや工
事の実施計画や積算等に関連するものの取扱いが含まれるため、高い守秘
性が求められることから、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有
している必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性
の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有しており、本業務を遂
行することができる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8602
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路情報連絡等業務

田中　一男
旭川開発建設部美深道路維持
事業所
中川郡美深町敷島143

平成17年4月1日 8,870,233

　本公務の履行にあたっては、①道路の維持管理に関する全般的な知識と豊
富な経験があり、道路利用者等から寄せられる道路情報や苦情等に対し、行
政的見地に基づく適切な対応ができること、②災害発生時等において臨機の
措置を適切に講じれること、③上記事項を遂行できる人材を有し育成している
ことが必要である。財団法人北海道道路管理技術センターは、①北海道特有
の道路管理に関する調査・研究を行っており、冬期を含む道路の維持管理に
関する全般的知識や豊富な経験があり、行政的見地に基づく適切な対応がで
きる。②道路情報連絡に必要な人材を確保し、情報連絡等に関する教育研修
に努めていることから、本業務を遂行できる唯一の法人である。（会計法第29
条の３第４項）

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委
託等を行わな
いものとした
もの

8603
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回業務

田中　一男
旭川開発建設部美深道路維持
事業所
中川郡美深町敷島143

平成17年4月1日 15,058,419

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8604 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

佐々木　悟
旭川開発建設部富良野地域農
業開発事業所
富良野市桂木町６番１０号

平成17年4月1日 1,976,400

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程、会計法、物品管理法等の関
係法令・通達等を熟知し当局の業務に精通している必要があること、②個人情
報に関連するものが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これに
対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道
開発協会は、過去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対
応し得る組織体制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人で
ある。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

8605 （財）日本気象協会 気象情報供給業務
山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年4月1日 6,944,000

　本業務は、気象庁・気象台の各種気象情報及び発表報文や鵡川沙流川流
域の降雨予測値を日本気象協会の総合河川Web気象情報システムを介し、建
設部の総合河川情報システムに供給するものであり、このシステムを開発して
いるのは、（財）日本気象協会のみであり、上記流域における気象情報の正確
性及び迅速性さらには、これまでの気象情報提供に関する実績から判断し
て、当業務に必要とされる高度な知識・経験を有する唯一の法人である。（会
計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

8606 （財）日本気象協会
室蘭開発建設部外気情報オン
ライン提供業務

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年4月1日 10,815,000

　本業務の履行にあたっては、①積雪寒冷地特有の道路気象現象を的確に
予測できること、及び過去の道路災害時気象データや局所的な気象状況を把
握できるきめ細かい気象情報を提供できること、②気象予報業務の認可を受
けているとともに、積雪寒冷地特有の特徴を持つ北海道内及び胆振・日高管
内の道路気象、道路管理に関する専門的な知見を有していること、③信頼性
の優れた気象予測や局所的・限定的な気象観測など、各種用途に合わせた
気象情報の提供及び配信等について、２４時間迅速かつ正確な対応ができる
こと、④道路管理のための気象情報を提供するにあたり、防災活動のための
基礎情報として高い信頼性を有していることが必要不可欠である。（財）日本
気象協会は、①独自の技術開発や関係機関との共同研究によって、吹雪吹き
溜まり予測などの積雪寒冷地特有の道路気象現象を予測する独自の技術や
過去の道路災害時気象データを保有している、②気象予報業務認可を受け、
高度な専門知識を有する技術者多数有している、③北海道内２５０カ所に配置
した独自の気象観測システム（マメダス）の情報を一元的に集約し、さらに気象
庁アメダス等他機関の気象データも収集・加工処理・解析して独自の詳細な気
象現象メッシュ情報を作成しており、局所的な地域特性を考慮したきめ細かい
気象情報の提供が可能である。また、独自の総合気象数値予報システム（シ
ンフォス）を運用するとともに、気象予測・観測情報を広域的及び地域ごとにわ
かりやすく加工したうえ、迅速かつ的確に情報を提供できる気象情報システム
（マイコス）を２４時間体制で運用しているなど、本業務に必要な条件を満たし
ている唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
直ちに一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
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8607 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務
山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年4月1日 6,168,320

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法等の文書
管理に関する諸規定、会計法や物品管理法等の会計事務に関する諸規定、
人事院規則等を熟知し当局の業務に精通している必要があること、②個人情
報に関連するものの取扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることか
ら、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有している必要がある。
（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性の高い者であるととも
に、十分対応し得る組織体制を有しており、本業務を遂行することができる唯
一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8608 （財）北海道開発協会 証拠書類編纂等業務
山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年4月1日 2,462,400

本業務の履行に当たっては、当局の業務運営上極めて重要な文書を取り扱う
ことから、高い守秘性とともに、適正な処理が求められるものであり、また、本
件業務を円滑に遂行するためには、法令等を熟知したうえ、当局の業務に精
通し、行政事務経験を有した者による業務従事者を配置できる組織であること
が必要である。当該法人は、本件業務に十分対応する組織と要員を有し、ま
た、長年にわたる業務実績から、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満
たす業務実施能力を有している唯一の法人であるため。（会計法第29条の３
第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

8609
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

室蘭開発建設部管内道路交通
情報提供システム運用等業務

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年4月1日 31,449,645

　本業務の履行に当たっては、①災害発生時等において臨機の措置を適切に
講じること、②道路の維持管理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道
路利用者等から寄せられる道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適
切な対応が必要であること、③道路交通情報提供システム関連の機器操作を
熟知していること、④上記業務を遂行できる人材を有し育成していること等を
満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしている唯
一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8610 （財）河川情報センター 河川情報供給業務
山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年4月1日 2,967,300

　本業務は、鵡川・沙流川の河川管理を的確に実施するため、同流域近傍及
び全国の河川管理者、気象・防災関係機関等の有する水文情報及び防災情
報の提供を受けるものである。これらの情報提供を総合的かつ的確に実施し
ているのは「財団法人河川情報センター」のみであるため、本業務は同セン
ターと契約するものである。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの
―
（Ｈ１７年度
限り）

8611 （財）北海道開発協会 図面折り（単価契約以外）
山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年4月5日 2,424 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8612 （財）北海道開発協会
片面コピー（材料含む）・表紙タ
イトル文字作成（単価契約以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年4月11日 358 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8613 （財）北海道開発協会 平成１７年度管内事業概要購入
山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年4月20日 3,132,000

　当部の監修に基づき、北海道開発に関する知識と多数の資料・写真を活用
して、地元関係者はもとより一般市民にも理解できるよう的確に当部の事業概
要を説明していることから、事業概要としての活用に も適したものと認められ
るため、発行元である（財）北海道開発協会から購入するものである。（会計法
第29条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8614 （財）北海道開発協会
ページ付け（鵡川・沙流川水防
連絡協議会幹事会資料）（単価
契約以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年4月21日 672 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8615 （財）北海道開発協会 バインダーとじ（単価契約以外）
山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年4月25日 36,642 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

8616 （財）北海道開発協会
「片面コピー（材料含む）　平成１
７年５月１７日分」（単価契約以
外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年5月17日 89 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8617 （財）北海道開発協会
片面コピー（材料含む）・表紙タ
イトル文字作成５月２６日分（単
価契約以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年5月26日 537 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8618 （財）北海道開発協会
図面折り・表紙タイトル文字作成
（単価契約以外）５月２６日分

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年5月26日 1,378 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8619 （財）北海道開発協会
図面折り外（単価契約以外）５月
２６日分

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年5月26日 3,946 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8620 （財）北海道開発協会
図面折り６月６日分（単価契約
以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年6月6日 256 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8621 （財）北海道開発協会
富良野用水路設計書デジタル
大型片面出力外（単価契約以
外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年6月7日 191,312 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8622 （財）北海道開発協会
図面折り６月２２日（単価契約以
外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年6月22日 50 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8623 （財）北海道開発協会
港湾漁港等沿岸構造物整備に
関わる生物的研究　片面コピー
（単価契約以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年7月4日 89 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8624 （財）北海道開発協会
国営かんがい排水事業厚真地
区工事報告書片面コピー（材料
を含む）（単価契約以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年7月7日 89 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8625 （財）北海道開発協会
浦河港設計説明資料（浦河港屈
折図）片面フルカラーコピー（単
価契約以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年7月11日 338 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）
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8626 （財）北海道開発協会
北海道開発局政府調達要覧
片面コピー（単価契約以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年7月12日 89 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8627 （財）北海道開発協会
沙流川カラーモザイク写真　図
面折り外（単価契約以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年7月12日 1,516 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8628 （財）北海道開発協会
会計検査院説明資料バインダー
とじ外（単価契約以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年7月20日 83,764 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8629 （財）北海道開発協会
図面折り　７月２５日分（単価契
約以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年7月25日 162 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8630 （財）北海道開発協会

九州地域における収穫前の飼
料イネの生育及び飼料成分外１
件　片面コピー外（単価契約以
外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年7月29日 268 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8631 （財）北海道開発協会
港湾取扱貨物量（関係資料）片
面コピー外（単価契約以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年8月22日 2,154 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8632 （財）北海道開発協会
図面折り　８月２５日分（単価契
約以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年8月25日 204 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8633 （財）北海道開発協会
両面コピー（レザックB３）（単価
契約以外）８月３１日分

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年8月31日 2,280 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8634 （財）北海道開発協会
国営総合農地防災事業に関す
る説明資料（農水省・道庁）外１
件　片面コピー（単価契約以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年9月1日 1,068 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8635 （財）北海道開発協会
概算要求概要両面コピー外（単
価契約以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年9月6日 2,092 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）
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8636 （財）北海道開発協会
道路橋マネジメントの手引き　片
面コピー（材料含む）（単価契約
以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年9月14日 89 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8637 （財）北海道開発協会 広報誌「蘭」２６号購入
山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年10月20日 1,350,000

　発行元である（財）北海道開発協会が有する北海道開発に関する知識と写
真等資料を活用し発行しており、当部が所管する事業紹介を基本として、地域
振興の支援を目的とした各市町村の観光情報なども盛り込んだ内容であり、
管内の行政機関、教育機関、一般市民等に対する事業広報誌としての要件を
十分に満たす内容となっていることから、発行元である同法人から購入する。
（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8638 （財）北海道開発協会 広報誌「蘭」２７号購入
山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成18年3月6日 1,350,000

　発行元である（財）北海道開発協会が有する北海道開発に関する知識と写
真等資料を活用し発行しており、当部が所管する事業紹介を基本として、地域
振興の支援を目的とした各市町村の観光情報なども盛り込んだ内容であり、
管内の行政機関、教育機関、一般市民等に対する事業広報誌としての要件を
十分に満たす内容となっていることから、発行元である同法人から購入する。
（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8639 （財）北海道開発協会
H13・H14予算要求資料・予算変
更要求資料表紙タイトル文字作
成外（単価契約以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年11月1日 6,944 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8640 （財）北海道開発協会
西部日高地域土地資源活用資
料基盤拡大基本調査報告書
片面コピー（単価契約以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年11月8日 178 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8641 （財）北海道開発協会
片面コピー（材料を含む）外１１
月２１日分（単価契約以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年11月22日 358 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8642 （財）北海道開発協会
国有港湾施設管理台帳・H14～
16港湾関係資料　片面コピー外
（単価契約以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年12月2日 8,779 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8643 （財）北海道開発協会
鵡川河口自然再生計画書　デジ
タル出力（単価契約以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年12月12日 2,508 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8644 （財）北海道開発協会
津波浸水予測図デジタル大型
片面出力（単価契約以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年12月19日 1,187 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8645 （財）北海道開発協会
胆振海岸植裁地現地視察説明
資料　ページ付け（単価契約以
外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年12月28日 248 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）
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8646 （財）北海道開発協会
片面コピー（材料を含む）外１月
１９日分（単価契約以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成18年1月19日 536 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8647 （財）北海道開発協会
橋梁一般図デジタル大型片面
出力外（単価契約以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成18年1月24日 2,524 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8648 （財）北海道開発協会
道路関係予算概要　片面コピー
外（単価契約以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成18年2月2日 590 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8649 （財）北海道開発協会
H17鵡川・沙流川水系河川調査
検討会　ページ付け（単価契約
以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成18年2月20日 232 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8650 （財）北海道開発協会
静内情報ボックス設置工事　デ
ジタル大型片面出力外（単価契
約以外）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成18年2月24日 3,609 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8651 （独）土木研究所
樽前山火山活動時の土石流発
生予測に関する検討

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年6月21日 19,955,000

・ 本業務では、樽前山火山活動時に降灰の程度による土石流発生の有無と
規模を推定するもの。
・ また、対策工法選定に当たり特定の社に偏らない公平性・中立性の確保が
必要であり、さらに得られた新たな知見を緊急調査や技術基準へ反映させる
必要があるが、これを確実に行えるのは公的な研究機関のみ。
・ 本業務は火山噴火時の危機管理に必要な根幹的な技術的知見を得るため
の検討であり、本業務の遂行に当たっては火山噴火時の緊急調査等の豊富
な実績が求められる。当機関は火山調査に関する豊富な経験を有し、また国
際水文科学会においても発表を行い新規性が認められるなど、当業務を確実
に行える唯一の機関。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争等に
移行すること
としたもの

公募手続きを
導入

8652 （独）北海道開発土木研究所
火山灰地盤の抗水平抵抗・鉛直
支持力評価に関する研究

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年5月11日 5,001,570

　本業務に当たっては、①北海道の特殊土の一つである火山灰地盤に対する
基礎杭設計の考え方、事例、問題点、留意点及び対応手法等の知見が豊富
であること、②火山灰地盤に対する杭に設計手法が確立されていないため、
一般的な杭の設計計算手法に精通しているほか、火山灰地盤に対する基礎
杭の安定性を評価し得るデータの蓄積と技術力を有していることが、必要不可
欠である。（独）北海道開発土木研究所は、豊富な技術的知識を持った人材を
有し、北海道の特殊性に応じた土木技術の蓄積や、研究開発を行っており、
火山灰地盤の基礎杭支持力に対する豊富なデータや評価技術を蓄積してい
る唯一の研究機関である。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

8653 （独）北海道開発土木研究所
長大橋（白鳥大橋）の耐震性能
評価に関する研究

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年10月21日 12,942,720

　本業務の履行にあたって、①白鳥大橋の構造及び設計手法、②設計入力地
震動として、道路橋示方書に規定される兵庫県南部地震のみでなく、北海道
の架橋地域における地震動の特性、③構造物における耐震性能評価の手
法、④既設構造物の耐震補強の考え方に関して熟知している必要がある。
（独）北海道開発土木研究所は、本橋の設計施工法について検討した「白鳥大
橋技術検討委員会」に参画し、その構造及び設計手法を熟知しているととも
に、北海道で唯一の構造物及び地盤の地震動を計測するシステム（WISE）を
有しており、この時刻歴波形データ等を活用した各種の橋梁耐震性能実験及
び数値解析等による耐震性能評価、耐震補強検討実績を有している。また、
北海道の国道橋において適用している「道路橋の点検及び補修・補強設計施
工要領（案）」を策定しており、橋梁の耐震補強の設計、施工方法を熟知してい
る唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)
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8654 （独）北海道開発土木研究所
新型越波防止柵の設計法に関
する研究

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１－１４

平成17年10月21日 7,999,740

　本業務の履行にあたっては、①既設新型越波防止柵の構造及び波力等に
動的荷重作用、②部分模型による動的載荷実験及び数値解析、③既設コンク
リート（海岸擁壁等）の健全度評価手法に関して熟知している必要がある。
（独）北海道開発土木研究所は、新型越波防止柵の研究開発において、実寸
模型による実験的検証を行いながら製品開発を行っており、その構造特性及
び防止柵に作用する波力性状等を熟知している。また、各種既設構造物の健
全度評価手法、実証実験や数値解析等による設計手法の策定に関し豊富な
研究実績を有している唯一の研究機関である。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

8655 （財）河川環境管理財団 鵡川河川巡視業務

及川　勉
室蘭開発建設部苫小牧河川事
務所
苫小牧市字柏原３２－４０

平成17年4月1日 15,350,426

北海道内に広く分布する泥炭性地盤は築堤の不等沈下、変形が生じ易いほ
か、洪水時には築堤基盤からの漏水、河岸侵食などがおき易く、河川巡視に
あたっては、過去の巡視データに基づく、多様なデーターベースが必要であ
り、このような多岐に渡る情報を蓄積しているいることが必要。また巡視等の
報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し
中立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務の遂行が可
能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

8656
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

鵡川沙流川維持事業の内　水
防実技講習

及川　勉
室蘭開発建設部苫小牧河川事
務所
苫小牧市字柏原３２－４０

平成17年8月11日 1,575,000

　本業務の履行にあたって、①社会性の高い水防技術の向上及び伝承を実施
するにあたり、水防に関する広範な知見と適切な水防工法の選択を行う広範
な知見と高い公平性・中立性、②積雪寒冷地河川独特の現象である融雪出水
に関する知見等、北方圏特有の河川技術に関する広範な知見、③水防実技
講習の開催に関する専門的な知見及び業務実績が必要である。（財）北海道
河川防災研究センターは、①公平性・中立性を有する公益法人であること、②
融雪出水等北方圏特有の河川技術に精通していること、③国及び北海道主催
の水防実技講習の開催に関する豊富な経験と能力を有していることから、本
業務に必要な条件を満たしている唯一の法人である。（会計法第29条の３第４
項）

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委
託等を行わな
いものとした
もの

8657 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

及川　勉
室蘭開発建設部苫小牧河川事
務所
苫小牧市字柏原３２－４０

平成17年4月1日 2,281,125

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開
法等の文書管理に関する諸規定を熟知し、当局の業務に精通していること、
②個人情報に関連するものや工事の実施計画、積算等に関連するものの取
扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得る組
織体制と経験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協会は、
過去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織
体制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計
法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8658 （財）河川環境管理財団 胆振海岸巡視業務

及川　勉
室蘭開発建設部苫小牧河川事
務所
苫小牧市字柏原３２－４０

平成17年4月1日 7,805,408

北海道内に広く分布する泥炭性地盤は築堤の不等沈下、変形が生じ易いほ
か、洪水時には築堤基盤からの漏水、河岸侵食などがおき易く、河川巡視に
あたっては、過去の巡視データに基づく、多様なデーターベースが必要であ
り、このような多岐に渡る情報を蓄積しているいることが必要。また巡視等の
報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し
中立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務の遂行が可
能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入
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8659 （財）日本気象協会
苫小牧道路事務所気象情報オ
ンライン提供業務

原田　則男
室蘭開発建設部苫小牧道路事
務所
苫小牧市日吉町２丁目１番１５
号

平成17年4月1日 9,970,000

　本業務の履行にあたっては、①積雪寒冷地特有の道路気象現象を的確に
予測できること、及び過去の道路災害時気象データや局所的な気象状況を把
握できるきめ細かい気象情報を提供できること、②気象予報業務の認可を受
けているとともに、積雪寒冷地特有の特徴を持つ北海道内及び胆振・日高管
内の道路気象、道路管理に関する専門的な知見を有していること、③信頼性
の優れた気象予測や局所的・限定的な気象観測など、各種用途に合わせた
気象情報の提供及び配信等について、２４時間迅速かつ正確な対応ができる
こと、④道路管理のための気象情報を提供するにあたり、防災活動のための
基礎情報として高い信頼性を有していることが必要不可欠である。（財）日本
気象協会は、①独自の技術開発や関係機関との共同研究によって、吹雪吹き
溜まり予測などの積雪寒冷地特有の道路気象現象を予測する独自の技術や
過去の道路災害時気象データを保有している、②気象予報業務認可を受け、
高度な専門知識を有する技術者多数有している、③北海道内２５０カ所に配置
した独自の気象観測システム（マメダス）の情報を一元的に集約し、さらに気象
庁アメダス等他機関の気象データも収集・加工処理・解析して独自の詳細な気
象現象メッシュ情報を作成しており、局所的な地域特性を考慮したきめ細かい
気象情報の提供が可能である。また、独自の総合気象数値予報システム（シ
ンフォス）を運用するとともに、気象予測・観測情報を広域的及び地域ごとにわ
かりやすく加工したうえ、迅速かつ的確に情報を提供できる気象情報システム
（マイコス）を２４時間体制で運用しているなど、本業務に必要な条件を満たし
ている唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8660
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回業務

原田　則男
室蘭開発建設部苫小牧道路事
務所
苫小牧市日吉町２丁目１番１５
号

平成17年4月1日 19,485,200

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8661
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

日高自動車道　高規格幹線道
路巡回業務

原田　則男
室蘭開発建設部苫小牧道路事
務所
苫小牧市日吉町２丁目１番１５
号

平成17年4月1日 35,863,870

　本業務の履行に当たっては、①高速性を担保した中での適切な道路管理を
行うため、常に習熟訓練された人材を有し育成していること、②道路の維持管
理に関する全般的知識や豊富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と
適切な対応が必要であること、③災害未然防止の観点から、路線の特殊性を
熟知し、異常発見時には臨機の措置を適切に講じること等を満たすことが必
要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしている唯一の者であるた
め。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8662
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

日高自動車道　高規格幹線道
路管理ステーション連絡業務

原田　則男
室蘭開発建設部苫小牧道路事
務所
苫小牧市日吉町２丁目１番１５
号

平成17年4月1日 28,724,000

　本業務の履行に当たっては、①災害発生時等において臨機の措置を適切に
講じること、②道路の維持管理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道
路利用者等から寄せられる道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適
切な対応が必要であること、③道路交通情報提供システム関連の機器操作を
熟知していること、④高速性を担保した中での適切な道路管理を行うため、常
に習熟訓練された人材を有し育成していること等を満たすことが必要であり、
当該法人は本業務に必要な条件を満たしている唯一の者であるため。（会計
法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8663 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

原田　則男
室蘭開発建設部苫小牧道路事
務所
苫小牧市日吉町２丁目１番１５
号

平成17年4月1日 2,704,170

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開
法等の文書管理に関する諸規定を熟知し、当局の業務に精通していること、
②個人情報に関連するものや工事の実施計画、積算等に関連するものの取
扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得る組
織体制と経験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協会は、
過去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織
体制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計
法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8664 （財）北海道開発協会
室蘭道路事務所行政事務補助
業務

二宮　嘉朗
室蘭開発建設部室蘭道路事務
所
登別市大和町２－３４－１

平成17年4月1日 4,988,334

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開
法等の文書管理に関する諸規定を熟知し、当局の業務に精通していること、
②個人情報に関連するものや工事の実施計画、積算等に関連するものの取
扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得る組
織体制と経験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協会は、
過去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織
体制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計
法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
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8665
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

室蘭道路事務所管内道路巡回
業務

二宮　嘉朗
室蘭開発建設部室蘭道路事務
所
登別市大和町２－３４－１

平成17年4月1日 12,897,100

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8666 （財）日本気象協会
室蘭道路事務所管内気象情報
提供業務

二宮　嘉朗
室蘭開発建設部室蘭道路事務
所
登別市大和町２－３４－１

平成17年4月1日 3,150,000

　本業務の履行にあたっては、①積雪寒冷地特有の道路気象現象を的確に
予測できること、及び過去の道路災害時気象データや局所的な気象状況を把
握できるきめ細かい気象情報を提供できること、②気象予報業務の認可を受
けているとともに、積雪寒冷地特有の特徴を持つ北海道内及び胆振・日高管
内の道路気象、道路管理に関する専門的な知見を有していること、③信頼性
の優れた気象予測や局所的・限定的な気象観測など、各種用途に合わせた
気象情報の提供及び配信等について、２４時間迅速かつ正確な対応ができる
こと、④道路管理のための気象情報を提供するにあたり、防災活動のための
基礎情報として高い信頼性を有していることが必要不可欠である。（財）日本
気象協会は、①独自の技術開発や関係機関との共同研究によって、吹雪吹き
溜まり予測などの積雪寒冷地特有の道路気象現象を予測する独自の技術や
過去の道路災害時気象データを保有している、②気象予報業務認可を受け、
高度な専門知識を有する技術者多数有している、③北海道内２５０カ所に配置
した独自の気象観測システム（マメダス）の情報を一元的に集約し、さらに気象
庁アメダス等他機関の気象データも収集・加工処理・解析して独自の詳細な気
象現象メッシュ情報を作成しており、局所的な地域特性を考慮したきめ細かい
気象情報の提供が可能である。また、独自の総合気象数値予報システム（シ
ンフォス）を運用するとともに、気象予測・観測情報を広域的及び地域ごとにわ
かりやすく加工したうえ、迅速かつ的確に情報を提供できる気象情報システム
（マイコス）を２４時間体制で運用しているなど、本業務に必要な条件を満たし
ている唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
（19年度から一
般競争に移行）

8667 （財）日本気象協会
有珠復旧事務所管内　気象情
報オンライン業務（一式）

杉本　雄逸
室蘭開発建設部有珠復旧事務
所
虻田郡虻田町字入江５４－１０

平成17年4月1日 4,620,000

　本業務の履行にあたっては、①積雪寒冷地特有の道路気象現象を的確に
予測できること、及び過去の道路災害時気象データや局所的な気象状況を把
握できるきめ細かい気象情報を提供できること、②気象予報業務の認可を受
けているとともに、積雪寒冷地特有の特徴を持つ北海道内及び胆振・日高管
内の道路気象、道路管理に関する専門的な知見を有していること、③信頼性
の優れた気象予測や局所的・限定的な気象観測など、各種用途に合わせた
気象情報の提供及び配信等について、２４時間迅速かつ正確な対応ができる
こと、④道路管理のための気象情報を提供するにあたり、防災活動のための
基礎情報として高い信頼性を有していることが必要不可欠である。（財）日本
気象協会は、①独自の技術開発や関係機関との共同研究によって、吹雪吹き
溜まり予測などの積雪寒冷地特有の道路気象現象を予測する独自の技術や
過去の道路災害時気象データを保有している、②気象予報業務認可を受け、
高度な専門知識を有する技術者多数有している、③北海道内２５０カ所に配置
した独自の気象観測システム（マメダス）の情報を一元的に集約し、さらに気象
庁アメダス等他機関の気象データも収集・加工処理・解析して独自の詳細な気
象現象メッシュ情報を作成しており、局所的な地域特性を考慮したきめ細かい
気象情報の提供が可能である。また、独自の総合気象数値予報システム（シ
ンフォス）を運用するとともに、気象予測・観測情報を広域的及び地域ごとにわ
かりやすく加工したうえ、迅速かつ的確に情報を提供できる気象情報システム
（マイコス）を２４時間体制で運用しているなど、本業務に必要な条件を満たし
ている唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8668
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

有珠復旧事務所管内　道路巡
回業務（一式）

杉本　雄逸
室蘭開発建設部有珠復旧事務
所
虻田郡虻田町字入江５４－１０

平成17年4月1日 21,252,520

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入
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8669
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路情報連絡等業務（一式）

杉本　雄逸
室蘭開発建設部有珠復旧事務
所
虻田郡虻田町字入江５４－１０

平成17年4月1日 8,847,000

　本業務は、道路管理者として道路に関わる情報の受理提供を代行するもの
であり、提供された情報は道路利用者へ多大な影響を及ぼすことから、①道
路の維持管理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道路利用者等から
寄せられる道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適切な対応が必要
であること、②災害発生時等において臨機の措置を講ずることができること、
③本業務を遂行できる人材を有し育成していることが必要である。（財）北海道
道路管理技術センターは、①北海道特有の道路管理に関する調査・研究を
行っており、冬期を含む道路の維持管理に関する全般的な知識や豊富な経験
があり、行政的な見地に基づく適正な対応ができること、②道路情報連絡に必
要な人材を確保し、情報連絡等に関する教育研修に努めていることから、本
業務に必要な条件を満たしている唯一の法人である。（会計法第29条の３第４
項）

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委
託等を行わな
いものとした
もの

8670 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務（一式）

杉本　雄逸
室蘭開発建設部有珠復旧事務
所
虻田郡虻田町字入江５４－１０

平成17年4月1日 2,969,610

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開
法等の文書管理に関する諸規定を熟知し、当局の業務に精通していること、
②個人情報に関連するものや工事の実施計画、積算等に関連するものの取
扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得る組
織体制と経験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協会は、
過去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織
体制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計
法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8671
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回業務（単価契約）一式

中村　明治
室蘭開発建設部浦河道路事務
所
浦河郡浦河町堺町西４丁目８番
１号

平成17年4月1日 22,094,700

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8672
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

波浪予報システム監視等業務
（単価契約）一式

中村　明治
室蘭開発建設部浦河道路事務
所
浦河郡浦河町堺町西４丁目８番
１号

平成17年4月1日 8,847,000

　本業務は、道路管理者として道路に関わる情報の受理提供を代行するもの
であり、提供された情報は道路利用者へ多大な影響を及ぼすことから、①道
路の維持管理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道路利用者等から
寄せられる道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適切な対応が必要
であること、②災害発生時等において臨機の措置を講ずることができること、
③波浪予報と越波監視に係る経験と知識を有していること、④本業務を遂行
できる人材を有し育成していることが必要である。（財）北海道道路管理技術セ
ンターは、①北海道特有の道路管理に関する調査・研究を行っており、冬期を
含む道路の維持管理に関する全般的な知識や豊富な経験があり、行政的な
見地に基づく適正な対応ができること、②道路情報連絡に必要な人材を確保
し、情報連絡等に関する教育研修に努めていることから、本業務に必要な条
件を満たしている唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

8673 （財）北海道開発協会
行政事務補助業務（単価契約）
１式

中村　明治
室蘭開発建設部浦河道路事務
所
浦河郡浦河町堺町西４丁目８番
１号

平成17年4月1日 3,084,160

本件業務は、浦河道路事務所の事務のうち、文書管理規定に基づく行政文書
の整理・編纂、物品管理、工事関係図書の作成・整理・編纂等を行うものであ
る。これらの業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管
理規定や個人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定、物品
管理法等を熟知し当局の業務に精通している必要があること、②個人情報に
関連するものや工事の実施計画や積算に関連するものの取扱いが含まれる
ため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得る組織体制と経験、
実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業務実
績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有してお
り、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４
項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8674 （財）日本気象協会
浦河道路事務所管内気象情報
提供業務　１式

中村　明治
室蘭開発建設部浦河道路事務
所
浦河郡浦河町堺町西４丁目８番
１号

平成17年4月1日 8,663,000

本業務を履行するためには、一般的な気象情報はもちろんのこと、道路の通
行止めを行う場合の近隣地や、局所・限定的、かつ、できる限り小さな単位で
の観測網からの気象データの提供が可能であることが必要とされる。気象協
会は、道内に５０名以上の予報士を有し、北海道内の道路気象調査・解析に
基づく道路気象予測情報を開発し、２４時間保守体制の情報提供システム（マ
イコス）を提供している。更に、越波による交通傷害が多発している荒磯地区
においては、室蘭工業大学の指導及び共同研究によって気象協会の波浪予
測と越波算定式を利用した、独自の越波予測システムを構築し提供している。
よって本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし、業務実施能力を有し
ている唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）
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8675 （財）北海道開発協会
白老港漁業補償図面作製等業
務　一式

箕作　幸治
室蘭開発建設部室蘭港湾事務
所
室蘭市祝津町１丁目１番６号

平成17年12月15日 903,000
本業務は平成１７年度実施の「白老港改修工事の内漁業補償調査積算業務」
で作製した図面の修正及び補償額の算定が主であって、当該業務を実施した
当協会を選定した。（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8676
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

船舶管理等業務

箕作　幸治
室蘭開発建設部室蘭港湾事務
所
室蘭市祝津町１丁目１番６号

平成17年4月1日 17,820,000

本業務は、委託する当部保有の船舶（監督測量船）に係る、①運行、②保守・
点検及び管理、③事故処理、④その他これに付随する業務である。監督測量
船の運航の目的が、港湾整備事業の実施に不可欠な工事監督の立会、検
測、安全対策上の工事現場パトロール及び指導、水質・底質等の環境監視及
び測量調査業務、港湾施設の点検、災害対策業務等広範に亘り、特に、地
震、津波、台風などの自然災害時、大規模油流出時にも速やかに船舶の運航
を安全に行う必要があることから、委託先としてはこれらの業務に迅速かつ的
確に応え得る技術水準や組織体制を有する必要がある。また、当部が所有す
る監督測量船の運航管理に限った業務内容となっていることから、当部が必
要とする乗組員のみの雇用を恒常的に確保することが必要とされる。（財）港
湾空港建設技術サービスセンターは、港湾の事業実施の支援等により、港湾
整備の推進に寄与することを目的として設立された国土交通省所管の財団法
人であり、その北海道支部は、長年の実績から船員等の雇用を恒常的に確保
しており、運航管理技術に関しても全道統一的な教育がされている等、これら
の業務に迅速かつ的確に応えられ、業務の遂行を担え得る高い信頼性を有し
ている道内で唯一の法人であると認められるため。（会計法第29条の３第４
項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

単価契約

8677 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

箕作　幸治
室蘭開発建設部室蘭港湾事務
所
室蘭市祝津町１丁目１番６号

平成17年4月1日 6,168,320

本業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するにあたっては、①文書管理規定
や個人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定や関係法令・
通達等を熟知し当局の業務に精通している必要があること、②個人情報に関
連するものや工事の実施計画や積算等に関連するものの取扱いが含まれる
ため、高い守秘性が求められることから、本件業務に対しては、これに対応し
得る組織体制と経験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発
協会は、過去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し
得る組織体制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人であ
る。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

8678
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

船舶管理等業務 1式

西本　光宏
室蘭開発建設部苫小牧港湾事
務所
苫小牧市末広町1丁目1番1号

平成17年4月1日 15,764,775

本業務は、委託する当部保有の船舶（監督測量船）に係る、①運行、②保守・
点検及び管理、③事故処理、④その他これに付随する業務である。監督測量
船の運航の目的が、港湾整備事業の実施に不可欠な工事監督の立会、検
測、安全対策上の工事現場パトロール及び指導、水質・底質等の環境監視及
び測量調査業務、港湾施設の点検、災害対策業務等広範に亘り、特に、地
震、津波、台風などの自然災害時、大規模油流出時にも速やかに船舶の運航
を安全に行う必要があることから、委託先としてはこれらの業務に迅速かつ的
確に応え得る技術水準や組織体制を有する必要がある。また、当部が所有す
る監督測量船の運航管理に限った業務内容となっていることから、当部が必
要とする乗組員のみの雇用を恒常的に確保することが必要とされる。（財）港
湾空港建設技術サービスセンターは、港湾の事業実施の支援等により、港湾
整備の推進に寄与することを目的として設立された国土交通省所管の財団法
人であり、その北海道支部は、長年の実績から船員等の雇用を恒常的に確保
しており、運航管理技術に関しても全道統一的な教育がされている等、これら
の業務に迅速かつ的確に応えられ、業務の遂行を担え得る高い信頼性を有し
ている道内で唯一の法人であると認められるため。（会計法第29条の３第４
項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

単価契約

8679 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務 1式

西本　光宏
室蘭開発建設部苫小牧港湾事
務所
苫小牧市末広町1丁目1番1号

平成17年4月1日 2,844,000

本業務を的確に処理し、業務を円滑に遂行するためには、文書管理規定や個
人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定、関係法令・通達等
を熟知し当局の業務に精通している必要があること、個人情報に関連するも
のや、工事の実施計画及び積算に関連するものの取扱いが含まれるため、高
い守秘性が求められることから、これに対応し得る組織体制と経験・実績・信
用を有している必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から
信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有しており、本業
務を遂行することのできる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

8680 （財）河川環境管理財団
二風谷ダム貯水池周辺環境巡
視業務

安藤　正幸
室蘭開発建設部二風谷ダム管
理所
沙流郡平取町字二風谷２４番地
４

平成17年4月1日 1,491,280

北海道内に広く分布する泥炭性地盤は築堤の不等沈下、変形が生じ易いほ
か、洪水時には築堤基盤からの漏水、河岸侵食などがおき易く、河川巡視に
あたっては、過去の巡視データに基づく、多様なデーターベースが必要であ
り、このような多岐に渡る情報を蓄積しているいることが必要。また巡視等の
報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し
中立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務の遂行が可
能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

8681 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

安藤　正幸
室蘭開発建設部二風谷ダム管
理所
沙流郡平取町字二風谷２４番地
４

平成17年4月1日 3,084,160

本業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規定や
個人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品
管理法等の関係法令、通達等を熟知し当局の業務に精通している必要がある
こと、②個人情報に関連するものや工事の実施計画や積算等に関連するもの
の取扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得
る組織体制と経験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協
会は、過去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得
る組織体制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。
（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8682 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

栗山　清
室蘭開発建設部日高道路総合
事業所
沙流郡日高町松風町２丁目２５
１番地４

平成17年4月1日 6,563,600

本業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規定や
個人情報保護、情報公開法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管
理法等の関係法令、通達等を熟知し当局の業務に精通している必要があるこ
と、②個人情報に関連するものや工事の実施計画や積算等に関連するものの
取扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得る
組織体制と経験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協会
は、過去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る
組織体制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。
（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8683
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回業務

栗山　清
室蘭開発建設部日高道路総合
事業所
沙流郡日高町松風町２丁目２５
１番地４

平成17年4月1日 21,126,736

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8684
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路交通情報提供システム運
用等業務

栗山　清
室蘭開発建設部日高道路総合
事業所
沙流郡日高町松風町２丁目２５
１番地４

平成17年4月1日 23,631,925

　本業務の履行に当たっては、①災害発生時等において臨機の措置を適切に
講じること、②道路の維持管理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道
路利用者等から寄せられる道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適
切な対応が必要であること、③道路交通情報提供システム関連の機器操作を
熟知していること、④上記業務を遂行できる人材を有し育成していること等を
満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしている唯
一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8685
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路情報等連絡等業務

岡部　博道
室蘭開発建設部富川道路維持
事業所
沙流郡日高町富川東２丁目８番
１号

平成17年4月1日 8,870,233

本業務は、道路管理者としての道路に関わる情報の受理提供等を代行するも
のであり、提供された情報は道路管理者へ多大な影響を及ぼすことから①道
路の維持管理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道路利用者等から
寄せられる道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適切な対応が必要
であること、②災害発生時等において臨機の措置を適切に講じること、③上記
事項を遂行できる人材を有し育成していること等を満たすことが必要である。
（財）北海道道路管理技術センターは、①北海道特有の道路管理に関する調
査・研究を行っており、冬期を含む道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、行政的見地に基づく適切な対応ができること、②道路情報連
絡に必要な人材を確保し、情報連絡等に関する教育研修に努めていることか
ら、本業務に必要な条件を満たしている唯一の法人である。（会計法第29条の
３第４項）

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委
託等を行わな
いものとした
もの

8686
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回業務

岡部　博道
室蘭開発建設部富川道路維持
事業所
沙流郡日高町富川東２丁目８番
１号

平成17年4月1日 17,649,429

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8687 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

岡部　博道
室蘭開発建設部富川道路維持
事業所
沙流郡日高町富川東２丁目８番
１号

平成17年4月1日 3,281,800

本業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規定や
個人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定、物品管理法等
の関係法令、通達等を熟知し当局の業務に精通している必要があること、②
個人情報に関連するものや工事の実施計画や積算等に関するものの取扱い
が含まれるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得る組織体
制と経験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協会は、過去
の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体制
を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計法第
29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

8688 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年9月29日 176 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8689 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年9月30日 147 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8690 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年10月3日 1,744 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8691 （財）北海道開発協会 ページ付け(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年10月11日 112 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8692 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年12月8日 288 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8693 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年12月26日 224 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8694 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成18年1月10日 584 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8695 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成18年1月17日 120 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8696 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成18年1月26日 3,510 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8697 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成18年1月27日 161 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

8698 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成18年2月16日 448 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8699 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成18年2月17日 1,892 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8700 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成18年3月2日 291 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8701 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年12月28日 112 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8702 （財）河川情報センター 釧路川外河川情報供給(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月1日 2,782,500
本業務の遂行に必要な河川・流域情報の収集、処理・加工、解析について専
門的な知識及び実績を有し、かつ、公平性、中立性を確保できる唯一の者で
あるため。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの
―
（Ｈ１７年度
限り）

8703 （財）日本気象協会
釧路開発建設部管内道路情報
提供ｼｽﾃﾑ業務

神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月1日 2,793,000
本業務の遂行に必要な気象データ電送システム（マメダス）を有する唯一の者
であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8704 （財）日本気象協会
釧路開発建設部管内ｵﾝﾗｲﾝ気
象情報提供業務

神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月1日 7,777,000
本業務の遂行に必要な局所・限定的、かつ、小さな単位での観測網からの気
象データを提供できる唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8705 （財）北海道開発協会 証拠書類編纂等業務(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月1日 2,021,600

本業務の履行に当たっては、当局の業務運営上極めて重要な文書を取り扱う
ことから、高い守秘性とともに、適正な処理が求められるものであり、また、本
件業務を円滑に遂行するためには、法令等を熟知したうえ、当局の業務に精
通し、行政事務経験を有した者による業務従事者を配置できる組織であること
が必要である。当該法人は、本件業務に十分対応する組織と要員を有し、ま
た、長年にわたる業務実績から、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満
たす業務実施能力を有している唯一の法人であるため。（会計法第29条の３
第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

8706 （財）北海道開発協会 バインダーとじ外１点(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月5日 2,250 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8707 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月6日 252 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）
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8708 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力外(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月6日 914 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8709 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月6日 16,618 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8710 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力外(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月7日 914 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8711 （財）北海道開発協会 バインダーとじ外(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月7日 9,373 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8712 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月7日 16,618 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8713 （財）北海道開発協会 図面折り
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月12日 100 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8714 （財）北海道開発協会 カラーコピー代(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月12日 2,660 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8715 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力外(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月13日 4,375 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8716 （財）北海道開発協会 複写等業務(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月14日 189 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8717 （財）北海道開発協会 カラーコピー代(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月14日 7,980 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）
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8718 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月19日 101 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8719 （財）北海道開発協会 複写等業務(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月21日 10,355 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8720 （財）北海道開発協会 複写等業務(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月22日 1,616 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8721 （財）北海道開発協会 複写等業務(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月25日 80,400 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8722 （財）北海道開発協会 ページ付け(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月27日 720 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8723 （財）北海道開発協会 ページ付け(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年5月9日 2,808 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8724 （財）北海道開発協会 複写等業務(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年5月9日 7,851 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8725 （財）北海道開発協会 カラーコピー代(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年5月10日 5,024 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8726 （財）北海道開発協会 複写等業務(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年5月11日 4,288 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8727 （財）北海道開発協会 複写等業務(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年5月13日 202 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）
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8728 （財）北海道開発協会 カラーコピー代(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年5月13日 1,256 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8729 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年5月13日 5,166 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8730 （財）北海道開発協会 片面第二原図コピー(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年5月16日 570 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8731 （財）北海道開発協会 複写等業務(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年5月18日 3,450 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8732 （財）北海道開発協会 図面二つ折りのり付け外(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年5月20日 1,748 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8733 （財）北海道開発協会 カラーコピー代(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年5月23日 32,135 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8734 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年5月27日 5,166 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8735 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年6月1日 10,768 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8736 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年6月2日 90,746 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8737 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年6月3日 4,130 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）
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8738 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年6月9日 120 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8739 （財）北海道開発協会
張り合わせフルカラーコピー(一
式)

神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年6月9日 25,120 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8740 （財）北海道開発協会 ｸﾛｰｽ巻きﾎﾁｷｽ止め外(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年6月13日 364 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8741 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年6月15日 112 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8742 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年6月16日 301 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8743 （財）北海道開発協会 図面折り外(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年6月24日 25,180 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8744 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年7月4日 5,410 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8745 （財）北海道開発協会 ページ付け(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年7月8日 1,304 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8746 （財）北海道開発協会 図面折り外(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年7月12日 514 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8747 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力外(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年7月12日 21,183 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）
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8748 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年7月14日 97 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8749 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年7月20日 352 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8750 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年7月20日 602 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8751 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力外(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年7月21日 20,136 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8752 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年7月27日 10,768 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8753 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年7月29日 97 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8754 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年7月29日 720 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8755 （財）北海道開発協会 図面折り外(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年8月1日 762 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8756 （財）北海道開発協会 ページ付け(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年8月4日 520 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8757 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力外
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年8月4日 113,025 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）
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8758 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年8月8日 15,498 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8759 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年8月8日 43,877 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8760 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年8月10日 15,632 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8761 （財）北海道開発協会 図面折り外(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年8月11日 486 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8762 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年8月11日 56,826 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8763 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年8月16日 885 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8764 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年8月23日 23,591 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8765 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年8月24日 360 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8766 （財）北海道開発協会 大型片面第二原図コピー(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年8月29日 285 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8767 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年9月1日 762 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）
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8768 （財）北海道開発協会 大型片面第二原図コピー(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年9月1日 855 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8769 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年9月5日 19,470 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8770 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年9月8日 2,583 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8771 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年9月9日 567 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8772 （財）北海道開発協会 図面二つ折りのり付け外(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年9月15日 1,068 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8773 （財）北海道開発協会
大型片面第二原図コピー外(一
式)

松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年9月28日 2,577 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8774 （財）北海道開発協会 図面二つ折りのり付け外(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年10月4日 612 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8775 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力外(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年10月13日 3,387 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8776 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年10月21日 120 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8777 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力外(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年10月27日 4,752 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）
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8778 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力外(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年11月1日 59,409 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8779 （財）北海道開発協会 図面折り外(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年11月2日 246 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8780 （財）北海道開発協会 図面二つ折りのり付け(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年11月7日 1,656 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8781 （財）北海道開発協会 図面折り外(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年11月8日 479 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8782 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年11月22日 294 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8783 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年11月24日 97 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8784 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年11月24日 151 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8785 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年11月25日 240 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8786 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年11月30日 37,688 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8787 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年12月12日 7,749 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
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8788 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年12月16日 245,709 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8789 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力外(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年12月19日 162,597 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8790 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成18年1月11日 590 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8791 （財）北海道開発協会 図面折り外(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成18年1月18日 2,291 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8792 （財）北海道開発協会 ページ付け(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成18年1月24日 22,496 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8793 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成18年2月17日 47,182 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8794 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成18年2月21日 10,332 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8795 （財）北海道開発協会 ページ付け(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成18年12月14日 9,928 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8796 （財）北海道開発協会 大型片面第二原図コピー(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成18年12月20日 906 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8797 （財）北海道開発協会 図面折り(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年6月29日 294 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
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8798 （財）北海道開発協会 管内事業概要購入
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月21日 2,848,000

当該購入物品である「管内事業概要」は、釧路開発建設部が平成１７年度に
実施する河川、道路、港湾、空港、農業、漁港の各事業を網羅し、また、釧根
地域の概況及び各市町村の概要についても広く記載されている総合的な書籍
であり、釧路開発建設部が施工する開発事業への理解を深めてもらうため、
主に管内の各自治体、諸官公庁及び学校等に配布するものである。発行元で
ある（財）北海道開発協会は、北海道開発に寄与することを目的に設立された
公益法人であり、当部の事業等に関する各種資料、写真等を多数所有してお
り「管内事業概要」は上記多数の資料を活用し、発行している書籍である。「管
内事業概要」は地元関係者や一般市民にも理解できるよう、広報に関するノウ
ハウが十分に活かされた内容・構成となっていることから、当部の広報誌とし
て もふさわしい書籍として認められる。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8799 （財）北海道開発協会 表紙材料(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年7月4日 108 少額なことによる随意契約（会計法第29条の３第５項、予決令第99条第三号）
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
直ちに一般競争
入札に移行）

8800 （財）北海道開発協会
書籍「せんけんフォーサイト
3,200」部購入

松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年9月7日 1,440,000

「せんけんフォーサイト」は釧路開発建設部が推進する各事業の紹介をはじ
め、管内のレジャー情報、みどころ情報、イベント情報、道の駅の紹介、道路
情報連絡先等盛りだくさんの内容となっている。当部のＰＲに活用するために
購入し、主に管内自治体、官公庁、学校等に配布するものである。発行元であ
る（財）北海道開発協会は、北海道開発に寄与することを目的に設立された公
益法人であり、当部の事業等に関する各種資料、写真等を多数所有しており、
取材、編集に関する独自のノウハウを持っている。「せんけんフォーサイト」は
（財）北海道開発協会が当部の要請・監修に基づき、多数の資料を活用し、発
行している書籍である。その内容は、中学生にも理解できるように留意して作
成されており、アンケートによる読者の意見聴取や写真・イラストを多用し、親
しみやすい紙面となっている。よって、当部の広報誌として 適な書籍であると
認められる。以上のことから、（財）北海道開発協会と契約するものである。
（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8801 （財）北海道開発協会 表紙材料(一式)
松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年9月14日 108 少額なことによる随意契約（会計法第29条の３第５項、予決令第99条第三号）
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
直ちに一般競争
入札に移行）

8802 （財）北海道開発協会
書籍「せんけんフォーサイト
3,200」部購入

松浦　壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成18年3月2日 1,440,000

「せんけんフォーサイト」は釧路開発建設部が推進する各事業の紹介をはじ
め、管内のレジャー情報、みどころ情報、イベント情報、道の駅の紹介、道路
情報連絡先等盛りだくさんの内容となっている。当部のＰＲに活用するために
購入し、主に管内自治体、官公庁、学校等に配布するものである。発行元であ
る（財）北海道開発協会は、北海道開発に寄与することを目的に設立された公
益法人であり、当部の事業等に関する各種資料、写真等を多数所有しており、
取材、編集に関する独自のノウハウを持っている。「せんけんフォーサイト」は
（財）北海道開発協会が当部の要請・監修に基づき、多数の資料を活用し、発
行している書籍である。その内容は、中学生にも理解できるように留意して作
成されており、アンケートによる読者の意見聴取や写真・イラストを多用し、親
しみやすい紙面となっている。よって、当部の広報誌として 適な書籍であると
認められる。以上のことから、（財）北海道開発協会と契約するものである。
（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8803 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務(一式)
神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月1日 1,976,400

本業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規定や
個人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品
管理法等の関係法令、通達等を熟知し、当局の業務に精通している必要があ
ること、②個人情報に関連するものや工事の実施計画や積算、補償等に関連
するものの取扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これに
対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道
開発協会は、過去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対
応し得る組織体制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人で
ある。 （会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8804 三菱電機（株）
総合河川情報端末装置借入れ
(一式)

神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月1日 3,452,400
賃貸期間３６ヶ月を予定し、平成１５年度にリース契約により調達したものであ
り、リース期間満了までの間、継続して契約するため。（会計法第29条の３第４
項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

単価契約
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8805
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

釧路開発建設部管内道路交通
情報提供システム運用業務

神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年9月15日 11,775,400

　本業務の履行に当たっては、①災害発生時等において臨機の措置を適切に
講じること、②道路の維持管理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道
路利用者等から寄せられる道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適
切な対応が必要であること、③道路交通情報提供システム関連の機器操作を
熟知していること、④上記業務を遂行できる人材を有し育成していること等を
満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしている唯
一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8806 （独）北海道開発土木研究所
ITSを活用したエゾシカ事故対策
に関する調査研究

神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月22日 9,979,200

本業務の遂行に当たっては、寒冷地ＡＨＳや地域ＩＴＳについて技術的知識を
有すること、エゾシカの行動特性を把握し、ＩＴＳを活用した事故対策に関する
研究・提案ができることが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満た
している唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
公募方式に移
行）

公募手続きを
導入

8807 （独）北海道開発土木研究所
一般国道44号釧路町別保地区
における岩盤路床の凍上性評
価に関する研究

神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年7月29日 5,982,480

本業務の遂行に当たっては、岩盤路床に関する合理的な判定方法を研究でき
ること、凍上性岩盤の判定を行う試験方法について技術的知識を有するととも
に実施すべき試験方法について具体的な提案ができ実施出来ること、寒冷地
の地域特性と道路設計等について豊富な専門知識を有していることが必要で
あり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしている唯一の者であるため。
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
公募方式に移
行）

公募手続きを
導入

8808 （独）北海道開発土木研究所
橋梁の耐震性能評価に関する
調査研究

神保　正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年8月24日 29,991,780
本業務の遂行に必要な道路橋の耐震補強設計の考え方及び免震橋梁の地
震時挙動特性に関する専門的な知識をを有する唯一の者であるため。（会計
法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
公募方式に移
行）

公募手続きを
導入

8809 （財）北海道開発協会 複写

吉田　俊雄
釧路開発建設部釧路河川事務
所
川上郡標茶町常盤8丁目2番地

平成17年7月4日 51,660 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8810 （財）北海道開発協会 複写

吉田　俊雄
釧路開発建設部釧路河川事務
所
川上郡標茶町常盤8丁目2番地

平成17年7月19日 10,332 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8811 （財）北海道開発協会 複写

前田　俊一
釧路開発建設部釧路河川事務
所
川上郡標茶町常盤8丁目2番地

平成17年12月2日 90,405 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8812 （財）北海道開発協会 複写

前田　俊一
釧路開発建設部釧路河川事務
所
川上郡標茶町常盤8丁目2番地

平成18年1月23日 65,490 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8813 （財）河川環境管理財団 釧路川河川巡視等業務

吉田　俊雄
釧路開発建設部釧路河川事務
所
川上郡標茶町常盤8丁目2番地

平成17年4月1日 26,205,288

北海道内に広く分布する泥炭性地盤は築堤の不等沈下、変形が生じ易いほ
か、洪水時には築堤基盤からの漏水、河岸侵食などがおき易く、河川巡視に
あたっては、過去の巡視データに基づく、多様なデーターベースが必要であ
り、このような多岐に渡る情報を蓄積しているいることが必要。また巡視等の
報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し
中立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務の遂行が可
能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

8814 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

吉田　俊雄
釧路開発建設部釧路河川事務
所
川上郡標茶町常盤8丁目2番地

平成17年4月1日 1,581,120

本業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規定や
個人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品
管理法等の関係法令、通達等を熟知し、当局の業務に精通している必要があ
ること、②個人情報に関連するものや工事の実施計画や積算、補償等に関連
するものの取扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これに
対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道
開発協会は、過去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対
応し得る組織体制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人で
ある。 （会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8815 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

木村　裕
釧路開発建設部釧路道路事務
所
釧路市貝塚3丁目3番15

平成17年4月1日 4,066,200

本業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規定や
個人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定、物品管理法等
の関係法令、通達等を熟知し、当局の業務に精通している必要があること、②
個人情報に関連するものや工事の実施計画や積算等に関連するものの取扱
いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得る組織
体制と経験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協会は、過
去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体
制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。 （会計法
第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8816
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回業務

木村　裕
釧路開発建設部釧路道路事務
所
釧路市貝塚3丁目3番15

平成17年4月1日 19,140,700

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8817
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回業務

関口　誠
釧路開発建設部弟子屈道路事
務所
川上郡弟子屈町鈴蘭4-4-1

平成17年4月1日 31,028,200

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8818 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

澤口　二朗
釧路開発建設部中標津道路事
務所
標津郡中標津町東23条北1丁目

平成17年4月1日 4,879,817

本業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規定や
個人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品
管理法等の関係法令、通達等を熟知し、当局の業務に精通している必要があ
ること、②個人情報に関連するものや工事の実施計画や積算に関連するもの
の取扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得
る組織体制と経験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協
会は、過去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得
る組織体制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。
（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8819
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回業務

澤口　二朗
釧路開発建設部中標津道路事
務所
標津郡中標津町東23条北1丁目

平成17年4月1日 28,937,200

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8820
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

船舶管理等業務

平澤　充成
釧路開発建設部釧路港湾事務
所
釧路市西港1丁目

平成17年4月1日 14,380,000
　当該業務を迅速かつ的確に履行し得る技術水準及び乗組員の雇用を恒常
的に確保できる組織体制を有し、業務の遂行を担える高い信頼性を持つ道内
唯一の者。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

単価契約

8821 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

平澤　充成
釧路開発建設部釧路港湾事務
所
釧路市西港1丁目

平成17年4月1日 2,305,800

本業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①港湾法、漁港漁場
整備法、空港整備法、個人情報保護法、情報公開法等の関係法令、通達等を
熟知し、当局の業務に精通している必要があること、②個人情報に関連するも
のや工事の実施計画や積算、補償等に関連するものの取扱いが含まれるた
め、高い守秘性が求められることから、これに対応し得る組織体制と経験、実
績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績
等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有してお
り、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４
項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

8822 （財）北海道開発協会 片面フルカラーコピー

平澤　充成
釧路開発建設部釧路港湾事務
所
釧路市西港1丁目

平成17年4月4日 4,920 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8823 （財）北海道開発協会 片面フルカラーコピー

平澤　充成
釧路開発建設部釧路港湾事務
所
釧路市西港1丁目

平成17年4月5日 14,400 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8824 （財）北海道開発協会 片面フルカラーコピー

平澤　充成
釧路開発建設部釧路港湾事務
所
釧路市西港1丁目

平成18年1月5日 2,408 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8825 （財）北海道開発協会
はり合せフルカラーコピー（A1)1
枚

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月1日 1,256 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8826 （財）北海道開発協会
はり合せフルカラーコピー（A1)2
枚

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月7日 2,512 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8827 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(A3)70枚

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月12日 20,650 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8828 （財）北海道開発協会
はり合せフルカラーコピー（A2)2
枚

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月14日 1,150 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8829 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(A3)15枚

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月18日 4,425 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8830 （財）北海道開発協会
はり合せフルカラーコピー（B2)1
枚

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月22日 976 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8831 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）132ファイル

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年5月30日 142,560 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

8832 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）1ファイル

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年6月3日 1,080 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8833 （財）北海道開発協会
デジタル大型片面出力(A3)73枚
外1件

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年6月10日 63,655 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8834 （財）北海道開発協会
デジタル大型片面出力(A3)5枚
外1件

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年6月20日 11,195 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8835 （財）北海道開発協会
デジタル大型片面出力(A3)83枚
外1件

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年7月1日 114,125 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8836 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）2ファイル

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年7月5日 2,160 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8837 （財）北海道開発協会
デジタル大型片面出力(A3)83枚
外1件

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年7月12日 27,725 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8838 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）29ファイル

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年7月25日 31,320 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8839 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(A3)2枚

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年7月27日 590 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8840 （財）北海道開発協会
デジタル大型片面出力(A3)78枚
外1件

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年8月2日 108,330 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8841 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）6ファイル外1件

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年8月4日 90,555 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）
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8842 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）85ファイル外1件

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年8月9日 129,560 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8843 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）9ファイル外1件

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年8月19日 12,375 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8844 （財）北海道開発協会
大型片面第二原図コピー(A4)1
枚

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年8月29日 285 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8845 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）1ファイル

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年9月5日 1,080 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8846 （財）北海道開発協会 図面折り(A1)1枚外3件

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年9月16日 241 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8847 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）3ファイル

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年10月6日 3,240 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8848 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(L5)7.5m

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年10月12日 8,025 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8849 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）29ファイル

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年10月17日 31,320 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8850 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）4ファイル

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年10月19日 4,320 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8851 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）25ファイル

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年10月27日 27,000 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

8852 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）30ファイル

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年11月2日 32,400 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8853 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）3ファイル

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年11月8日 3,240 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8854 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力(A3)1枚

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年11月11日 295 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8855 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）2ファイル

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年11月18日 2,160 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8856 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）2ファイル

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年11月24日 2,160 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8857 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）2ファイル

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年11月25日 2,160 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8858 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）2ファイル外1件

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年11月29日 2,750 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8859 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）5ファイル

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年12月8日 5,400 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8860 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）9ファイル

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年12月16日 9,720 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8861 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）10ファイル外1件

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年12月20日 14,635 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）
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8862 （財）北海道開発協会
デジタル大型片面出力(A3)4枚
外1件

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年12月26日 3,340 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8863 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）1ファイル

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成18年1月11日 1,080 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8864 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）1ファイル

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成18年1月12日 1,080 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8865 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）3ファイル

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成18年1月13日 3,240 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8866 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）10ファイル

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成18年1月17日 10,800 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8867 （財）北海道開発協会
デジタル大型片面出力(A3)6枚
外1件

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成18年1月18日 3,930 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8868 （財）北海道開発協会
デジタル出力前作業（データ修
正）4ファイル

冨田　和正
釧路開発建設部釧路農業事務
所
釧路市幸町10丁目3番地

平成18年3月9日 4,320 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8869
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回業務

吉田　均
釧路開発建設部根室道路総合
事業所
根室市敷島町1丁目5番地

平成17年4月1日 12,872,900

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8870
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路情報連絡等業務

吉田　均
釧路開発建設部根室道路総合
事業所
根室市敷島町1丁目5番地

平成17年4月1日 8,847,000

北海道特有の道路管理に関する調査・研究を行っており、冬季を含む道路の
維持管理に関する全般的知識や豊富な経験があり、行政的見地基づく適切な
対応ができること、必要な人材を確保し、教育研修に努めていることから、本
業務に必要な条件を満たしている唯一の者であるため。（会計法第29条の３第
４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入
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8871 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

吉田　均
釧路開発建設部根室道路総合
事業所
根室市敷島町1丁目5番地

平成17年4月1日 1,952,100

本業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や
個人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定を熟知し、当局
の業務に精通している必要があること、②個人情報に関連するものや工事の
実施計画や積算、補償等に関連するものの取扱いが含まれるため、高い守秘
性が求められることから、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有
している必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性
の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有しており、本業務を遂
行することができる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8872 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

中村　孝志
釧路開発建設部厚岸道路維持
事業所
厚岸郡厚岸町字宮園町194-3

平成17年4月1日 3,084,160

本業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規程や
個人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品
管理法、道路法等の関係法令・通達等を熟知し、当局の業務に精通している
必要があること、②個人情報に関連するものの取扱いが含まれるため、高い
守秘性が求められることから、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用
を有している必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信
頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有しており、本業務
を遂行することができる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8873
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回等業務

中村　孝志
釧路開発建設部厚岸道路維持
事業所
厚岸郡厚岸町字宮園町194-3

平成17年4月1日 15,992,700

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8874
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路情報連絡等業務

中村　孝志
釧路開発建設部厚岸道路維持
事業所
厚岸郡厚岸町字宮園町194-3

平成17年4月1日 8,847,000

北海道特有の道路管理に関する調査・研究を行っており、冬季を含む道路の
維持管理に関する全般的知識や豊富な経験があり、行政的見地基づく適切な
対応ができること、必要な人材を確保し、教育研修に努めていることから、本
業務に必要な条件を満たしている唯一の者であるため。（会計法第29条の３第
４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8875 （財）河川情報センター 河川情報提供
鷲見　好則
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年4月1日 5,229,000

本役務の実施にあたっては、河川情報に関する高度な知識を有することはも
とより、全国的・全道的な広範囲にわたる水文情報等を一元的に管理するとと
もに迅速に提供できる体制が必要である。河川情センターは、河川及び流域
に関する情報の収集・処理加工及び提供に関する調査研究及び技術開発を
行うことにより、情報管理及び情報提供の手法を確立し、その成果を広く国民
に活用し、災害による被害の軽減並びに河川の適正な管理目的に設立され、
全国の水文情報を一元的に管理するとともに、情報提供に関わる高度な知
識・経験を有した公益法人である。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの
―
（Ｈ１７年度限
り）

8876 （財）日本気象協会 道路気象情報
鷲見　好則
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年4月1日 10,920,000

本業務を履行するためには、道路の通行止めを行うできる限り小さな単位で
の気象予測が可能であることが必要とされる。又、本業務は交通規制情報・気
象情報及び予測情報を一般道路利用者に対して広く携帯電話及びインター
ネットを用いて提供する「十勝地方道路情報提供システム」の試行を行うもの
である。このシステムは北海道開発局道路情報提供システムのための社会実
験であり、その成果を北海道開発局道路情報提供システムに反映する。十勝
地方道路情報提供システムは、平成１３年１０月に発生した一般国道３３３号
北見市北陽の岩盤崩落事故を契機に道路災害の再発防止策の一環として、
網走開建で平成１４年１２月から、釧路開建では平成１５年８月から、帯広開建
では平成１５年９月から運用を開始し、３開発建設部が一体となって試行して
いる。これまでの試行・運用のノウハウ・サーバの運用管理等、事業の継続性
や先進事例及びセキュリティを考慮したシステム構築の試行段階にあることか
ら、一般競争入札による運用管理としては馴染まないものと判断する。（財）日
本気象協会は、気象に関する事業の発展を図り、公共の福祉に寄与すること
を目的として設立された気象庁の外郭団体（公益法人）であり、約２０km格子
間隔で各気象データを配信していることはもとより、独自に気象データ電送シ
ステム（マメダス）を全道２５０地点に観測所を配置して広域気象観測ネット
ワークを構築し、約１０Km格子間隔の気象データを測定、収集して配信すると
ともに、局所・限定的な気象現象にも予測対応可能である。又、気象に関する
情報及び分析について高度な専門知識を有しており、その知識は放送局、農
業、港湾、河川、道路、鉄道等様々な分野で利用されている実績がある唯一
の組織である。したがって、同法人は本業務を遂行する上で必要とされる条件
を満たし業務実施能力を有している唯一の法人である。（会計法第29条の３第
４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
直ちに一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
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量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日
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8877 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年4月6日 15,727 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8878 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年4月7日 600 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8879 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年4月14日 5,166 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8880 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年4月14日 1,824 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8881 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年4月14日 3,960 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8882 （財）北海道開発協会
会計実地検査（農２）用図面袋
作成外

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年4月20日 14,872 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8883 （財）北海道開発協会
物品代（平成１７年度　管内事業
概要）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年4月28日 3,465,000

当部では、開発事業に対する理解を深めてもらうため、広く関係機関等（各市
町村、報道機関、教育機関等）にパンフレットの配布などを通じて、事業の紹
介を行っている。（財）北海道開発協会では、当部の事業と十勝管内の概況を
総合的に紹介するための書籍「平成１７年度管内事業概要」を作成している
が、その内容は、当部の事業をよく理解できるものであり、一般市民にもわか
りやすい構成となっていることから、当部の事業を紹介するものとしては 適
なものであると認められる。また、この事業概要は北海道開発協会でのみ販
売していることから、同協会から購入するものである。（会計法第29条の３第４
項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8884 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年5月9日 9,438 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8885 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年5月10日 120 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8886 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年5月10日 892 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
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（円）
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8887 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年5月11日 5,895 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8888 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年5月20日 9,452 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8889 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年5月24日 170 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8890 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年5月25日 322 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8891 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年5月27日 2,280 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8892 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年6月1日 2,956 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8893 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年6月6日 408 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8894 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年6月7日 10,934 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8895 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年6月10日 7,528 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8896 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年6月13日 2,620 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

8897 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年6月14日 204 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8898 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年6月17日 2,520 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8899 （財）北海道開発協会
複写等業務（図面袋タイトル付
け）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年6月20日 6,800 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8900 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年6月28日 14,964 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8901 （財）北海道開発協会
複写等業務（北海道夢未来懇談
会提言書　デジタル両面フルカ
ラー）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年7月1日 10,960 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8902 （財）北海道開発協会
複写等業務（国道２４２号現況確
認資料作成　千代田大橋・貴老
路大橋図面作成）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年7月4日 3,820 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8903 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年7月6日 161 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8904 （財）北海道開発協会 複写等業務（農業関係者名簿）
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年7月6日 360 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8905 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年7月6日 1,782 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8906 （財）北海道開発協会
複写等業務（千代田分流堰詳細
設計業務縮小図面作成　外）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年7月8日 1,265 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）
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講ずる措置 備考

8907 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年8月1日 19,063 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8908 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年8月26日 760 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8909 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年9月9日 32 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8910 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年9月9日 696 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8911 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年9月14日 903 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8912 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年9月26日 2,410 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8913 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年9月30日 494 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8914 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年10月12日 600 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8915 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年10月20日 224 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8916 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年10月26日 120 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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8917 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年11月18日 147 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8918 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年12月7日 1,986 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8919 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年12月7日 1,448 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8920 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年12月15日 5,810 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8921 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成18年1月4日 24,381 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8922 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成18年1月19日 560 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8923 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成18年1月25日 724 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8924 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成18年1月26日 34,440 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8925 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成18年1月31日 74,160 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8926 （財）北海道開発協会 複写等業務
加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成18年2月17日 1,949 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）
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8927 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務
鷲見　好則
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年4月1日 16,409,000

本業務を的確に処理し業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規定や
個人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品
管理法、道路法、河川法等の関係法令、通達等を熟知し当局の業務に精通し
ている必要があること、②個人情報に関連するものや工事の実施計画や積
算、補償等に関連するものの取扱いが含まれるため、高い守秘性が求められ
ることから、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有している必要
がある。（財）北海道開発協会は、北海道の開発に関する調査研究、広報活
動、研修等各種業務を行い、北海道開発の推進達成を目的として設立された
公益法人で過去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応
し得る組織体制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人であ
る。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8928 （独）北海道開発土木研究所
長大橋（十勝大橋・糠平大橋）の
耐震性能に対する評価業務

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年8月8日 34,987,680

本業務を実施するにあたっては、①既設構造物の耐震補強の考え方、②設計
入力地震動として、道路橋示方書に規定される兵庫県南部地震のみでなく、
北海道の架橋地域における値震動の特性、③実構造物等を用いた実験、解
析、既往地震における橋梁の被災状況に基づく耐震性能評価に関して熟知し
ている必要がある。（独）北海道開発土木研究所は、①北海道の国道橋にお
いて適用している「道路橋の点検及び補修・補強設計施工要領（案）」を策定し
ており、橋梁の耐震補強の設計、施工方法を熟知している、②北海道で唯一
の構造物及び地盤の地震動を計測するシステム（ＷＩＳＥ）を有しており、時刻
歴波形データ等を活用した各種の橋梁耐震性能実験及び数値解析等による
耐震性能評価実績を有している、③十勝大橋に関し、平成１５年十勝沖地震
における地震動の特性や管内の被災した橋梁等を調査した十勝沖地震検討
会において、挙動解析や実橋梁を用いた加振動実験を行った実績を有してい
ることから、本業務を履行できる唯一の者である。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

8929 （独）北海道開発土木研究所
十勝川を遡上する津波の挙動
推定手法研究業務

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年8月8日 5,007,240

本研究は、河道内に侵入した津波の到達距離、波高を把握することを目的とし
て、水理実験及び数値解析手法の開発を行うものである。これにより、十勝川
を遡上する津波による被害想定を行い、対策を検討することが可能となる。本
業務の履行にあたっては、以下の条件を満たすことを必要とする。①津波の挙
動、河川の流れに関する専門知識を有していること。②津波、河川に関する情
報収集・分析が速やかに行えること。③検討を行う上で必要な実験施設を有し
ていること。　北海道開発土木研究所は、２００３年に十勝沖地震直後に現地
調査を実施し、津波の河川遡上に関する研究論文を発表したほか、２００４年
には文部科学省の科学技術振興調整費「２００４年スマトラ沖大地震及びイン
ド洋津波被害に関する緊急調査研究」の補助を受け、津波の河川遡上につい
て現地調査を実施するなど、河川を遡上する津波に関して先駆的な研究を
行っている。また、本研究に必要な規模の実験施設も有している。（会計法第
29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
もの（19年度
から公募方式
に移行）

公募手続きを
導入

8930 （財）河川環境管理財団
十勝川流域河川施設等管理業
務（一式）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年4月1日 51,855,226

本業務は、十勝川の維持修繕事業に係わる救急内水施設等の管理運営及び
資料館・インフォメーションセンターの河川に係わる資料の保管・展示施設等
の運営を円滑に行うことを目的としている。救急内水施設等の管理運営にあ
たっては公共性が高く、洪水時には各現場状況に精通した対応が必要であ
る。また、資料館・インフォメーションセンターの運営については十勝川の歴
史、文化、洪水等貴重な治水関係の資料を保管・展示し、その内容検討、来館
者への説明等河川学習の場として河川愛護思想の普及並びに啓発を図ること
を目的としていることから、施設の管理を含め河川に精通した者が総合的に管
理運営する必要がある。上記法人は、河川環境の保全、整備及び総合的な調
査・研究並びに河川・ダム等に関する調査、試験、研究に対する助成を行い、
国民の生活環境向上に資することを目的として設立された財団であり、河川管
理者が行う環境整備事業及び維持修繕事業等も受託するなど、本業務の遂
行に必要な経験を豊富に持った人材を備えている。（会計法第29条の３第４
項）

見直しの余地が
あるもの

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

8931
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

一般国道３８号外４路線道路巡
回業務

幡本　篤
帯広開発建設部帯広道路事務
所
中川郡幕別町札内西町７３－６

平成17年4月1日 61,777,100

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8932
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

帯広広尾自動車道高規格幹線
道路管理ステーション連絡業務

幡本　篤
帯広開発建設部帯広道路事務
所
中川郡幕別町札内西町７３－６

平成17年4月1日 23,225,800

　本業務の履行に当たっては、①災害発生時等において臨機の措置を適切に
講じること、②道路の維持管理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道
路利用者等から寄せられる道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適
切な対応が必要であること、③道路交通情報提供システム関連の機器操作を
熟知していること、④高速性を担保した中での適切な道路管理を行うため、常
に習熟訓練された人材を有し育成していること等を満たすことが必要であり、
当該法人は本業務に必要な条件を満たしている唯一の者であるため。（会計
法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
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（円）
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8933
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路交通情報提供システム（路
側システム）運用等業務

幡本　篤
帯広開発建設部帯広道路事務
所
中川郡幕別町札内西町７３－６

平成17年4月1日 23,615,500

　本業務の履行に当たっては、①災害発生時等において臨機の措置を適切に
講じること、②道路の維持管理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道
路利用者等から寄せられる道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適
切な対応が必要であること、③道路交通情報提供システム関連の機器操作を
熟知していること、④上記業務を遂行できる人材を有し育成していること等を
満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしている唯
一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8934
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回業務

永井　俊一
帯広開発建設部広尾道路事務
所
広尾郡広尾町並木通東２丁目５
番地

平成17年4月1日 24,463,000

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8935
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路情報連絡等業務

永井　俊一
帯広開発建設部広尾道路事務
所
広尾郡広尾町並木通東２丁目５
番地

平成17年4月1日 8,847,000

本業務は、道路管理者としての道路に関わる情報の受理提供等を代行するも
のであり、提供された情報は道路利用者へ多大な影響を及ぼすことから、①
道路の維持管理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道路利用者等
から寄せられる道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適切な対応が
必要であること、②災害発生時等において臨機の措置を適切に講じること、③
上記事項を遂行できる人材を有し育成していること等を満たすことが必要であ
る。（財）北海道道路管理技術センターは、①北海道特有の道路管理に関する
調査・研究を行っており、冬期を含む道路の維持管理に関する全般的知識や
豊富な経験があり、行政的見地に基づく適切な対応ができること、②道路巡回
に必要な人材を確保し、道路情報連絡等に関する教育研修に努めていること
から、本業務に必要な条件を満たしている唯一の法人である。（会計法第29条
の３第４項）

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委
託等を行わな
いものとした
もの

8936 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

永井　俊一
帯広開発建設部広尾道路事務
所
広尾郡広尾町並木通東２丁目５
番地

平成17年4月1日 3,084,160

本業務を的確に処理し、業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規定や
個人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品
管理法等の関係法令・通達等を熟知し当局の業務に精通している必要がある
こと、②個人情報に関連するものや、工事の実施計画及び積算等に関連する
ものの取扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これに対応
し得る組織体制と経験・実績・信用を有している必要がある。（財）北海道開発
協会は、北海道の開発に関する調査研究、広報活動、研修等各種業務を行
い、北海道開発の推進達成を目的として設立された公益法人で、過去の業務
実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有して
おり、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計法第29条の３
第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8937 （財）北海道開発協会 複写等業務

永井　俊一
帯広開発建設部広尾道路事務
所
広尾郡広尾町並木通東２丁目５
番地

平成17年4月8日 38,641 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8938 （財）北海道開発協会 複写等業務

永井　俊一
帯広開発建設部広尾道路事務
所
広尾郡広尾町並木通東２丁目５
番地

平成17年6月10日 9,840 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8939 （財）北海道開発協会 複写等業務

永井　俊一
帯広開発建設部広尾道路事務
所
広尾郡広尾町並木通東２丁目５
番地

平成18年1月26日 5,221 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8940
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

一般国道241号外3路線　道路
巡回業務

渡辺　邦夫
帯広開発建設部足寄道路事務
所
足寄郡足寄町栄町1丁目43番地

平成17年4月1日 54,353,000

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入



番号 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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8941
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

一般国道241号外3路線　道路
情報連絡等業務

渡辺　邦夫
帯広開発建設部足寄道路事務
所
足寄郡足寄町栄町1丁目43番地

平成17年4月1日 8,847,000

北海道特有の道路管理に関する調査・研究を行っており、冬期を含む道路の
維持管理に関する全般的知識や豊富な経験があり、行政的見地に基づく適切
な対応ができること、また道路情報連絡に必要な人材を確保し、情報連絡等
に関する教育研修につとめているため。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委
託等を行わな
いものとした
もの

8942 （財）北海道開発協会 複写等業務

渡辺　邦夫
帯広開発建設部足寄道路事務
所
足寄郡足寄町栄町1丁目43番地

平成17年4月28日 47,800 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8943 （財）北海道開発協会 複写等業務

渡辺　邦夫
帯広開発建設部足寄道路事務
所
足寄郡足寄町栄町1丁目43番地

平成17年7月15日 1,707 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8944 （財）北海道開発協会 複写等業務

渡辺　邦夫
帯広開発建設部足寄道路事務
所
足寄郡足寄町栄町1丁目43番地

平成17年10月21日 23,119 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8945 （財）北海道開発協会 複写等業務

渡辺　邦夫
帯広開発建設部足寄道路事務
所
足寄郡足寄町栄町1丁目43番地

平成18年1月10日 2,733 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8946 （財）河川環境管理財団 十勝川上流外河川巡視業務

田中　豊
帯広開発建設部帯広河川事務
所
中川郡幕別町札内西町７３－６

平成18年4月1日 32,434,590

北海道内に広く分布する泥炭性地盤は築堤の不等沈下、変形が生じ易いほ
か、洪水時には築堤基盤からの漏水、河岸侵食などがおき易く、河川巡視に
あたっては、過去の巡視データに基づく、多様なデーターベースが必要であ
り、このような多岐に渡る情報を蓄積しているいることが必要。また巡視等の
報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し
中立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務の遂行が可
能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

8947 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務（一式）

見延　　曻
帯広開発建設部池田河川事務
所
中川郡池田町字利別東町

平成17年4月1日 6,168,320

本業務を的確に処理し、業務を円滑に遂行するためには、①文書管理規定や
個人情報保護法、情報公開法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品
管理法、河川法等の関係法令・通達等を熟知し当局の業務に精通している必
要があること、②個人情報に関連するものや、工事の実施計画及び積算等に
関連するものの取扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、こ
れに対応し得る組織体制と経験・実績・信用を有している必要がある。（財）北
海道開発協会は、北海道の開発に関する調査研究、広報活動、研修等各種
業務を行い、北海道開発の推進達成を目的として設立された公益法人で、過
去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体
制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計法
第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの
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8948 （財）河川環境管理財団
十勝川下流外河川巡視業務（一
式）

見延　　曻
帯広開発建設部池田河川事務
所
中川郡池田町字利別東町

平成17年4月1日 22,739,630

北海道内に広く分布する泥炭性地盤は築堤の不等沈下、変形が生じ易いほ
か、洪水時には築堤基盤からの漏水、河岸侵食などがおき易く、河川巡視に
あたっては、過去の巡視データに基づく、多様なデーターベースが必要であ
り、このような多岐に渡る情報を蓄積しているいることが必要。また巡視等の
報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し
中立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務の遂行が可
能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

8949 （財）北海道開発協会 複写等業務

町田　孝
帯広開発建設部札内川ダム管
理所
中札内村南札内７３５－２

平成17年5月9日 68,535 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8950 （財）北海道開発協会 複写等業務

町田　孝
帯広開発建設部札内川ダム管
理所
中札内村南札内７３５－２

平成17年7月8日 15,890 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8951 （財）北海道開発協会 複写等業務

町田　孝
帯広開発建設部札内川ダム管
理所
中札内村南札内７３５－２

平成17年8月24日 9,656 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8952 （財）北海道開発協会 複写等業務

町田　孝
帯広開発建設部札内川ダム管
理所
中札内村南札内７３５－２

平成17年10月6日 11,028 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8953 （財）北海道開発協会 複写等業務

町田　孝
帯広開発建設部札内川ダム管
理所
中札内村南札内７３５－２

平成18年2月20日 147,067 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8954
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

船舶管理等業務

青木　潤一
帯広開発建設部十勝港湾事業
所
広尾郡広尾町並木通東３丁目５
８番地

平成17年4月1日 15,169,067
　当該業務を迅速かつ的確に履行し得る技術水準及び乗組員の雇用を恒常
的に確保できる組織体制を有し、業務の遂行を担える高い信頼性を持つ道内
唯一の者。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

単価契約

8955 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

青木　潤一
帯広開発建設部十勝港湾事業
所
広尾郡広尾町並木通東３丁目５
８番地

平成17年4月1日 3,281,800

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開
法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達等
を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものや工事
の実施計画、積算等に関連するものの取扱いが含まれるため、高い守秘性が
求められることから、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有してい
る必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性の高
い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有しており、本業務を遂行す
ることができる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

8956 （財）北海道開発協会 複写等業務

牧野　敏雄
帯広開発建設部鹿追地域農業
開発事業所
河東郡鹿追町泉町１丁目

平成17年9月16日 5,918 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8957 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

松田　敏行
帯広開発建設部十勝南部農業
開発事業所
河西郡更別村字更別南１線92-
38

平成17年4月1日 1,332,000

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開
法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達等
を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものや工事
の実施計画、積算等に関連するものの取扱いが含まれるため、高い守秘性が
求められることから、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有してい
る必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性の高
い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有しており、本業務を遂行す
ることができる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

8958 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力

松田　敏行
帯広開発建設部十勝南部農業
開発事業所
河西郡更別村字更別南１線92-
38

平成18年2月2日 11,339 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8959 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力

松田　敏行
帯広開発建設部十勝南部農業
開発事業所
河西郡更別村字更別南１線92-
38

平成18年3月10日 10,948 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8960 （独）北海道開発土木研究所
環境に配慮した新工法・新技術
の研究

安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年4月11日 6,000,120

　北海道における各種地盤の特性に関するデータの蓄積と研究実績を有し、
すき取り物による法面緑化等盛土への有効利用に関する研究実績と知見を有
しており、北海道の全ての国道における生育状況を調査分析している唯一の
者である。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
公募方式に移
行）

公募手続きを
導入

8961 （独）北海道開発土木研究所
間伐材（除伐材）を利用した視線
誘導樹と木製防雪柵に関する調
査

安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年5月25日 3,999,240

　①道路吹雪対策マニュアル（案）を作成し随時改訂を行っており、体系的に
吹雪対策について理解を有していること、②吹雪や道路防雪柵機能などにつ
いて野外観測を長年実施し、吹雪現象の解明や防雪柵の改良に取り組んで
いること、③道路防雪林に関する長年の研究実績と知見を有しており、現在道
路防雪林の研究に取り組んでいる国内唯一の者である。（会計法第29条の３
第４項）

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

8962 （独）北海道開発土木研究所
橋梁上部工の合理的設計法及
び橋梁耐震性能評価に関する
調査研究委託業務

安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年8月24日 9,970,380

　橋梁に関する各種設計施工要領等を策定しており、鋼桁橋梁の構造や対疲
労設計、積雪寒冷地特有の問題点等に熟知しており、「既設橋脚の耐震補強
設計等に関する講習会」を開催するなど、橋梁の構造や耐震補強設計にも熟
知しており、当局の事業に精通している唯一の者である。（会計法第29条の３
第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
公募方式に移
行）

公募手続きを
導入

8963 （独）北海道開発土木研究所
高規格幹線道路のトンネル内舗
装に関する研究委託業務

安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年10月3日 2,003,400

　北海道における舗装混合物及び舗装構造設計に関して長年の研究実績と
知見を基に、設計要領の策定を行っており、また、過去に施工したトンネル内
コンポジット舗装構造に関する調査検討実績を有するなど、本業務の遂行な
技術の実績と蓄積がある唯一の者である。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
公募方式に移
行）

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）
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講ずる措置 備考

8964 （財）河川環境管理財団
網走管内における総合的な湖
沼環境保全推進業務

安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年11月24日 28,738,500

　本業務の履行にあたっては、① 各湖沼における流域の総合的な環境保全
対策の検討を行うにあたり、個別に構成されている協議会、関係機関との調
整が必要であり、行政的見地からの広い視野と高い公平性・中立性が求めら
れること、② 各湖沼はオホーツク海沿岸北方圏の河口近くに形成された汽水
湖であり積雪寒冷地特有の特徴を持つ北海道内の河川流域環境、水質保全
における各種施策に関する専門的な知見を有していること、③ 各湖沼は、優
れた自然を誇る国定公園内に位置しており、湖沼環境対策に関する経験及び
高度な技術力を有していることが不可欠である。財団法人河川環境管理財団
は、① 公益法人であり公平性、中立性を有すること、② 網走湖等北方圏特有
の河川流域の水質等環境調査に精通していること、③ 網走湖を始め、全国の
湖沼の様々な水質問題について、産学共同で行っている「湖沼技術研究会」を
これまで1 6回開催するなど、湖沼環境対策に関する調査研究及び自然生態
系に関する調査研究を長年、、行っており湖沼環境の整備と保全に関する豊
富な経験と能力を有していることから本業務の履行に必要な条件を満たしてい
る唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

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

8965 （財）河川情報センター 河川情報提供業務
安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年4月1日 4,756,500

　本業務の遂行にあたっては、各種河川情報を的確かつ迅速に供給が可能で
あり、情報に対する博識を有していることが必要となる。（財）河川情報セン
ターは、情報提供に対する高度な知識・経験を有し、また、防災情報と一元的
に情報提供を行うことができるる唯一の者である。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの
―
（Ｈ１７年度限
り）

8966 （財）日本気象協会 気象情報提供業務
安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年4月1日 8,505,000

　当業務の履行にあたっては、一般的な気象情報はもちろんのこと道路の通
行止を行う場合の近隣地及び洪水対策のための特定のダム・頭首工地点な
ど、局所・限定的、かつ、できる限り小さな単位での観測網からの気象データ
提供が可能であることが必要とされる。（財）日本気象協会は、約２０㎞格子間
隔で各気象データを配信していることはもよとり、独自に気象データ電送シス
テム（マメダス）を全道２５０地点に観測所を配置して広域気象観測ネットワー
クを構築し、約１０㎞格子間隔の気象データを測定、収集して配信するととも
に、局所・限定的な気象現象にも対応可能であり、本業務を遂行する上で必
要とされる条件を満たす唯一の者である。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

8967 （財）日本気象協会
網走開発建設部管内　道路情
報提供保守管理業務

安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年4月1日 4,200,000

　本業務の履行にあたっては、①通行止めや気象情報といった防災情報を一
般ドライバーに提供するにあたって、行政的見地から広範な知見と高い公平
性・中立性を有していること、②気象予報業務の認可を受けているとともに、積
雪寒冷地特有の特徴を持つ北海道内及び網走北見紋別地方の道路気象に
関する検問的な知見があること、③通行止め情報・道路気象情報の収集・処
理加工・解析及び迅速かつ確実な伝達に関する専門的な知識を有しており、
さらに不測の事態に対応可能な２４時間体制の人員配置等の監視体制を有し
ていることが不可欠である。（財）日本気象協会は、①公益法人として公平性・
中立性を有しており、②気象予報業務許可を受けているとともに、北海道各地
における道路気象に精通している、③さらに通行止め情報・道路気象情報の
収集・処理加工・解析及び迅速かつ確実な伝達に関する専門的な知識を有
し、２４時間体制の人員配置等の監視体制を有する唯一の者である。（会計法
第29条の３第４項）

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

8968 （財）北海道開発協会 図面折り　１式
安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年10月5日 800 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8969 （財）北海道開発協会 ページ付け
安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年4月20日 1,200 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8970 （財）北海道開発協会 図面編さん業務
安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年5月9日 18,200 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
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8971 （財）北海道開発協会 図面編さん業務
安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年6月9日 34,580 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8972 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力
安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年7月28日 36,986 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8973 （財）北海道開発協会 デジタル両面フルカラー出力
安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年12月22日 57,720 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8974 （財）北海道開発協会 図面折り　１式
安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年4月25日 688 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8975 （財）北海道開発協会 大型片面第二原図コピー
安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成18年2月21日 2,347 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8976 （財）北海道開発協会
網走開発建設部　行政事務補
助業務

安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年4月1日 2,907,595

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開
法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達等
を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものの取扱
いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得る組織
体制と経験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協会は、過
去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体
制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計法
第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8977 （財）北海道開発協会 局ヒアリング資料製本
安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年5月20日 1,410 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8978 （財）北海道開発協会 図面折り　１式
安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年6月16日 480 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8979 （財）北海道開発協会 図面折り　１式
安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年7月5日 235 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8980 （財）北海道開発協会 図面編さん業務
安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年6月14日 5,460 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
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契約を締結した日

契約金額
（円）
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8981 （財）北海道開発協会 デジタル出力（両面）
安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年12月21日 115,020 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8982 （財）北海道開発協会 図面折り　１式
安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成18年1月4日 910 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

8983 （財）北海道開発協会 証拠書類編纂等業務
安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年6月22日 1,231,200

本業務の履行に当たっては、当局の業務運営上極めて重要な文書を取り扱う
ことから、高い守秘性とともに、適正な処理が求められるものであり、また、本
件業務を円滑に遂行するためには、法令等を熟知したうえ、当局の業務に精
通し、行政事務経験を有した者による業務従事者を配置できる組織であること
が必要である。当該法人は、本件業務に十分対応する組織と要員を有し、ま
た、長年にわたる業務実績から、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満
たす業務実施能力を有している唯一の法人であるため。（会計法第29条の３
第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
（19年度から一
般競争に移行）

8984 （財）北海道開発協会
網走開発建設部　書類整理等
業務

安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年12月16日 1,008,000

　本業務の履行にあたって、①用地関係書類は、定型化されていない文書等
が多く複雑多岐に渡っているため、分類、廃棄、保存、登録等の判断を行うに
あたっては、情報公開制度、行政関係法令等専門知識が必要であり、用地業
務に係る経験及び知識を有するとともに書類全般の内容を詳細に熟知してい
る必要がある。②用地関係書類には、土地売買契約書をはじめ、営業調査資
料、相続財産に関する資料、納税に関する資料等、土地使用者等に関する個
人情報を多く含んでいるため、取扱いには細心の注意が必要となる。（財）北
海道開発協会は、①用地補償調査部を設け、用地関係業務に関する法令等
の専門知識、経験が豊富な人材を擁している、②同様の業務に関する数多く
の実績があり、取扱いに細心の注意を要する本業務の目的に対応できる唯一
の者である。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

8985 （財）北海道開発協会
平成１７年度管内事業概要３００
０部購入

安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年5月17日 3,225,000
　当部が実施している各種事業の内容及び組織、予算などについて網羅し、
当部の広報資料として もふさわしい書籍であることから、発行元から購入す
る。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

8986 （財）河川環境管理財団 河川巡視等業務（一式）

畦田益美
網走開発建設部北見河川事務
所
北見市田端町７１

平成17年4月1日 22,237,820

北海道内に広く分布する泥炭性地盤は築堤の不等沈下、変形が生じ易いほ
か、洪水時には築堤基盤からの漏水、河岸侵食などがおき易く、河川巡視に
あたっては、過去の巡視データに基づく、多様なデーターベースが必要であ
り、このような多岐に渡る情報を蓄積しているいることが必要。また巡視等の
報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し
中立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務の遂行が可
能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

8987 （財）河川環境管理財団 船舶管理等業務（一式）

畦田益美
網走開発建設部北見河川事務
所
北見市田端町７１

平成17年4月21日 8,882,170

　本業務の履行にあたって、①河川環境に係る船舶による調査及び河川巡視
についての知識と経験②特殊な環境にある網走湖の各種情報を湖の状況に
応じて機動的に収集するため、網走湖での調査経験が豊富であること、③ア
オコ、青潮等の水質の変化や湖の地形に精通の全てについて満たしているこ
とが不可欠である。（財）河川環境管理財団は、①船舶による河川環境調査や
巡視業務の実績を有する②網走湖水産研究会や網走湖水質保全対策検討
委員会の事務局も運営し、網走湖における調査にも精通している③全国の直
轄河川の湖沼を対象とした湖沼技術研究会の事務局を運営するなど湖沼の
調査経験が豊富であることから、本業務の履行に必要な条件を満たしている
唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

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

単価契約

8988 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務（一式）

畦田益美
網走開発建設部北見河川事務
所
北見市田端町７１

平成17年4月1日 3,084,160

　本業務の履行にあたっては、①河川法等の関係法令・通達等を熟知し、当
局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものや工事の実施計画
に関連するものの取扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、
これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有している必要がある。（財）
北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、
十分対応し得る組織体制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の
法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
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契約を締結した日

契約金額
（円）
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8989
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路交通情報提供システム運
用等業務（1式）

立石 紫朗
網走開発建設部北見道路事務
所
北海道北見市三輪674-5

平成17年4月1日 23,651,500

　本業務の履行に当たっては、①災害発生時等において臨機の措置を適切に
講じること、②道路の維持管理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道
路利用者等から寄せられる道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適
切な対応が必要であること、③道路交通情報提供システム関連の機器操作を
熟知していること、④上記業務を遂行できる人材を有し育成していること等を
満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしている唯
一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8990
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路管理業務（1式）

立石 紫朗
網走開発建設部北見道路事務
所
北海道北見市三輪674-5

平成17年4月1日 51,425,360

　本業務は、道路の保全管理における根幹的な情報収集手段であり、本来道
路管理者が直接行うべきものであることから、①道路の維持管理に関する全
般的知識や豊富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応
が必要であること、②災害未然防止の視点から、路線の特殊性を熟知し、異
常発見時には臨機の措置を講じること、③上記事項を遂行できる人材を有し
育成していること等を満たすことが必要である。（財）北海道道路管理技術セン
ターは、①北海道特有の道路管理に関する調査・研究を行っており、冬期を含
む道路の維持管理に関する全般的知識や豊富な経験があり、行政的見地に
基づく適切な対応ができること、②道路巡回に必要な人材を確保し、道路巡回
の教育研修に努めていることから、本業務に必要な条件を満たしている唯一
の法人である。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8991 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務（1式）

立石 紫朗
網走開発建設部北見道路事務
所
北海道北見市三輪674-5

平成17年4月1日 6,168,320

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開
法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達等
を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものや工事
の実施計画、積算等に関連するものの取扱いが含まれるため、高い守秘性が
求められることから、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有してい
る必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性の高
い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有しており、本業務を遂行す
ることができる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8992 （財）北海道開発協会
網走道路事務所行政事務補助
業務（一式）

澤田　順一
網走開発建設部網走道路事務
所
網走市大曲１丁目６－３

平成17年4月1日 3,281,800

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開
法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達等
を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものや工事
の実施計画、積算等に関連するものの取扱いが含まれるため、高い守秘性が
求められることから、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有してい
る必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性の高
い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有しており、本業務を遂行す
ることができる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8993
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路情報連絡業務（一式）

澤田　順一
網走開発建設部網走道路事務
所
網走市大曲１丁目６－３

平成17年4月1日 23,219,700

　本業務は、道路管理者として道路に関わる情報の受理提供を代行するもの
であり、提供された情報は道路利用者へ多大な影響を及ぼすことから、①災
害発生時等において臨機の措置を講ずることができること、②道路の維持管
理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道路利用者等から寄せられる
道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適切な対応が必要であるこ
と、③上記事項を遂行できる人材を有し育成していることが必要である。（財）
北海道道路管理技術センターは、①北海道特有の道路管理に関する調査・研
究を行っており、冬期を含む道路の維持管理に関する全般的な知識や豊富な
経験があり、行政的な見地に基づく適正な対応ができること、②道路情報連絡
必要な人材を確保し、情報連絡等に関する教育研修に努めていることから、
本業務に必要な条件を満たしている唯一の法人である。（会計法第29条の３
第４項）

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委
託等を行わな
いものとした
もの

8994
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路管理業務（一式）

澤田　順一
網走開発建設部網走道路事務
所
網走市大曲１丁目６－３

平成17年4月1日 52,109,789

　本業務は、道路の保全管理における根幹的な情報収集手段であり、本来道
路管理者が直接行うべきものであることから、①道路の維持管理に関する全
般的知識や豊富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応
が必要であること、②災害未然防止の視点から、路線の特殊性を熟知し、異
常発見時には臨機の措置を講じること、③高規格幹線道路等において高速性
を担保した中での適切な道路管理が必要であること、④上記事項を遂行でき
る人材を有し育成していること等を満たすことが必要である。（財）北海道道路
管理技術センターは、①北海道特有の道路管理に関する調査・研究を行って
おり、冬期を含む道路の維持管理に関する全般的知識や豊富な経験があり、
行政的見地に基づく適切な対応ができること、②道路巡回に必要な人材を確
保し、道路巡回の教育研修に努めていることから、本業務に必要な条件を満
たしている唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

8995 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

米田　義弘
網走開発建設部遠軽道路事務
所
紋別郡遠軽町大通北７丁目

平成17年4月1日 5,778,850

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開
法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達等
を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものや工事
の実施計画、積算等に関連するものの取扱いが含まれるため、高い守秘性が
求められることから、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有してい
る必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性の高
い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有しており、本業務を遂行す
ることができる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

8996
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路管理業務

米田　義弘
網走開発建設部遠軽道路事務
所
紋別郡遠軽町大通北７丁目

平成17年4月1日 21,500,000

　本業務は、道路の保全管理における根幹的な情報収集手段であり、本来道
路管理者が直接行うべきものであることから、①道路の維持管理に関する全
般的知識や豊富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応
が必要であること、②災害未然防止の視点から、路線の特殊性を熟知し、異
常発見時には臨機の措置を講じること、③上記事項を遂行できる人材を有し
育成していること等を満たすことが必要である。（財）北海道道路管理技術セン
ターは、①北海道特有の道路管理に関する調査・研究を行っており、冬期を含
む道路の維持管理に関する全般的知識や豊富な経験があり、行政的見地に
基づく適切な対応ができること、②道路巡回に必要な人材を確保し、道路巡回
の教育研修に努めていることから、本業務に必要な条件を満たしている唯一
の法人である。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

8997 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

松良　精三
網走開発建設部網走港湾事務
所
網走市港町３番

平成17年4月1日 3,014,245

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開
法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達等
を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものや工事
の実施計画、積算等に関連するものの取扱いが含まれるため、高い守秘性が
求められることから、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有してい
る必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性の高
い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有しており、本業務を遂行す
ることができる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

8998 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務（一式）
平山　裕義
紋別港湾事務所
紋別市弁天町1丁目2-10

平成17年4月1日 2,789,490

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開
法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達等
を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものの取扱
いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得る組織
体制と経験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協会は、過
去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体
制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計法
第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

8999 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務　（一式）

工藤　健治
網走開発建設部北見農業事務
所
北見市三輪４４６番地６２

平成17年4月1日 3,281,800

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開
法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達等
を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものの取扱
いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得る組織
体制と経験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協会は、過
去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体
制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計法
第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

9000 （財）北海道開発協会 大型片面第２原図コピー

上田　正勝
網走開発建設部網走農業事務
所
網走市新町２丁目６番１号

平成17年7月8日 2,866 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9001 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力

上田　正勝
網走開発建設部網走農業事務
所
網走市新町２丁目６番１号

平成17年5月24日 36,849 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9002 （財）北海道開発協会
網走農業事務所　行政事務補
助業務

上田　正勝
網走開発建設部網走農業事務
所
網走市新町２丁目６番１号

平成17年4月1日 6,168,320

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開
法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達等
を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものや工事
の実施計画や積算等に関連するものの取扱いが含まれるため、高い守秘性
が求められることから、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有し
ている必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性
の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有しており、本業務を遂
行することができる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
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講ずる措置 備考

9003 （財）河川環境管理財団 河川巡視等業務

出蔵　諭
網走開発建設部網走西部河川
事業所
上湧別町字中湧別895番地の4

平成17年4月1日 9,991,880

北海道内に広く分布する泥炭性地盤は築堤の不等沈下、変形が生じ易いほ
か、洪水時には築堤基盤からの漏水、河岸侵食などがおき易く、河川巡視に
あたっては、過去の巡視データに基づく、多様なデーターベースが必要であ
り、このような多岐に渡る情報を蓄積しているいることが必要。また巡視等の
報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し
中立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務の遂行が可
能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

9004 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

出蔵　諭
網走開発建設部網走西部河川
事業所
上湧別町字中湧別895番地の4

平成17年4月1日 2,894,885

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開
法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達等
を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものや工事
の実施計画や積算等に関連するものの取扱いが含まれるため、高い守秘性
が求められることから、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有し
ている必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性
の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有しており、本業務を遂
行することができる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

9005 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

長南　道雄
網走開発建設部鹿ノ子ダム管理
所
常呂郡置戸町字常元

平成17年4月1日 3,084,160

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開
法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達等
を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものや工事
の実施計画や積算等に関連するものの取扱いが含まれるため、高い守秘性
が求められることから、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有し
ている必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性
の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有しており、本業務を遂
行することができる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

9006 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

藤野　一志
網走開発建設部斜里道路総合
事業所
斜里郡斜里町字豊倉43-2

平成17年4月1日 2,981,460

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開
法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達等
を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものや工
事・業務等の積算に関連するものの取扱いが含まれるため、高い守秘性が求
められることから、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有している
必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性の高い
者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有しており、本業務を遂行する
ことができる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

9007
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

斜里道路総合事業所管内　道
路巡回業務

藤野　一志
網走開発建設部斜里道路総合
事業所
斜里郡斜里町字豊倉43-2

平成17年4月1日 33,205,800

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9008
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

斜里道路総合事業所　道路情
報連絡等業務

藤野　一志
網走開発建設部斜里道路総合
事業所
斜里郡斜里町字豊倉43-2

平成17年4月1日 8,847,000

　本業務は、道路管理者として道路に関わる情報の受理提供を代行するもの
であり、提供された情報は道路利用者へ多大な影響を及ぼすことから、①災
害発生時等において臨機の措置を講ずることができること、②道路の維持管
理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道路利用者等から寄せられる
道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適切な対応が必要であるこ
と、③上記事項を遂行できる人材を有し育成していることが必要である。（財）
北海道道路管理技術センターは、①北海道特有の道路管理に関する調査・研
究を行っており、冬期を含む道路の維持管理に関する全般的な知識や豊富な
経験があり、行政的な見地に基づく適正な対応ができること、②道路情報連絡
に必要な人材を確保し、情報連絡等に関する教育研修に努めていることから、
本業務に必要な条件を満たしている唯一の法人である。（会計法第29条の３
第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9009 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

岡本　幸久
網走開発建設部興部道路維持
事業所
紋別郡興部町字興部１２０番地
の２

平成17年4月1日 2,891,445

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開
法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達等
を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものの取扱
いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得る組織
体制と経験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協会は、過
去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体
制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計法
第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9010
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路管理等業務

岡本　幸久
網走開発建設部興部道路維持
事業所
紋別郡興部町字興部１２０番地
の２

平成17年4月1日 37,476,958

　本業務は、道路の保全管理における根幹的な情報収集手段であり、本来道
路管理者が直接行うべきものであることから、①道路の維持管理に関する全
般的知識や豊富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応
が必要であること、②災害未然防止の視点から、路線の特殊性を熟知し、異
常発見時には臨機の措置を講じること、③上記事項を遂行できる人材を有し
育成していること等を満たすことが必要である。（財）北海道道路管理技術セン
ターは、①北海道特有の道路管理に関する調査・研究を行っており、冬期を含
む道路の維持管理に関する全般的知識や豊富な経験があり、行政的見地に
基づく適切な対応ができること、②道路巡回に必要な人材を確保し、道路巡回
の教育研修に努めていることから、本業務に必要な条件を満たしている唯一
の法人である。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9011
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路情報連絡業務

岡本　幸久
網走開発建設部興部道路維持
事業所
紋別郡興部町字興部１２０番地
の２

平成17年4月1日 8,870,233

　本業務は、道路管理者として道路に関わる情報の受理提供を代行するもの
であり、提供された情報は道路利用者へ多大な影響を及ぼすことから、①災
害発生時等において臨機の措置を講ずることができること、②道路の維持管
理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道路利用者等から寄せられる
道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適切な対応が必要であるこ
と、③上記事項を遂行できる人材を有し育成していることが必要である。（財）
北海道道路管理技術センターは、①北海道特有の道路管理に関する調査・研
究を行っており、冬期を含む道路の維持管理に関する全般的な知識や豊富な
経験があり、行政的な見地に基づく適正な対応ができること、②道路情報連絡
に必要な人材を確保し、情報連絡等に関する教育研修に努めていることから、
本業務に必要な条件を満たしている唯一の法人である。（会計法第29条の３
第４項）

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委
託等を行わな
いものとした
もの

9012 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

奥山　昭雄
網走開発建設部雄武農業開発
事業所
雄武群雄武町末広町１区

平成17年5月6日 2,717,960

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開
法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達等
を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものや工事
の実施計画や積算等に関連するものの取扱いが含まれるため、高い守秘性
が求められることから、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有し
ている必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性
の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有しており、本業務を遂
行することができる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

9013 （財）北海道開発協会 デジタル大型片面出力　一式

奥山　昭雄
網走開発建設部雄武農業開発
事業所
雄武群雄武町末広町１区

平成17年5月9日 4,845 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9014 （財）北海道開発協会

図面着色（南雄武第2-1配水幹
線
　　　　　当沸川第３横断工一般
図）　一式

奥山　昭雄
網走開発建設部雄武農業開発
事業所
雄武群雄武町末広町１区

平成17年5月27日 5,100 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9015 （財）北海道開発協会
イソサム導水路工事路線図　外
複写等業務　一式

奥山　昭雄
網走開発建設部雄武農業開発
事業所
雄武群雄武町末広町１区

平成17年12月16日 5,245 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9016 （財）日本気象協会
留萌開発建設部管内道路気象
情報提供

竹澤　謙一
留萌開発建設部
留萌市寿町１丁目

平成17年4月1日 11,487,000

本契約は、正確な気象情報を迅速に常時供給できることが必要であることか
ら、①当該情報の供給可能なオンラインシステムを有し、道路気象テレメー
ター情報を取得できる環境にあること、②豊富な情報と高度な専門知識を有し
精度の高い気象予測が可能であること、③迅速かつ正確な対応が可能である
こと等を満たすことが必要である。（財）日本気象協会は、①当該情報の供給
可能なオンラインシステムを開発しており、道路管理に係る情報提供に必要な
道路気象テレメーター情報を随時取得できる環境にあり、②独自の気象観測
網を全道に整備しており、豊富な情報と高度な専門知識を有し精度の高い気
象予測や局所・限定的な気象観測が可能であり、③気象情報をオンラインで
受信し迅速かつ正確な対応が可能であることから、本業務に必要な条件を満
たしている唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
直ちに一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
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9017 （財）日本気象協会 気象情報提供
竹澤　謙一
留萌開発建設部
留萌市寿町１丁目

平成17年4月1日 1,050,000

　本業務の履行に当たって、①北海道開発局のシステムにオンラインでデータ
を入力できること、②予測降雨量等の特殊情報を迅速に提供できること、③情
報提供に関する豊富な経験、能力及び体制の全てを満たしていることが必要
不可欠である。（財）日本気象協会は、（財）日本気象協会は、①北海道開発
局のシステムとオンラインで接続するシステムを有しており、②予測降雨量等
をシステムにより迅速に提供できるとともに、③情報提供に関する豊富な経
験、能力及び体制を有している唯一の者である。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9018 （財）河川情報センター 河川情報提供
竹澤　謙一
留萌開発建設部
留萌市寿町１丁目

平成17年4月1日 3,861,900

　本業務の履行に当たって、①河川情報提供業務を実施するに当たって行政
的見地から高い公平性・中立性、②河川・ダムの雨量、水位等情報について
河川・流域情報の収集、処理・加工、解析について専門的な知識、業務実績
が必要不可欠である。（財）河川情報センターは、国土交通省や都道府県の有
する河川情報を収集し、流域毎にとりまとめ、データ処理し、分かりやすく加工
したものを防災担当者へ提供する独自の河川情報システムを構築し、継続的
に運営している唯一の者である。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの
―
（Ｈ１７年度限
り）

9019 （財）北海道開発協会 行政事務補助
竹澤　謙一
留萌開発建設部
留萌市寿町１丁目

平成17年4月1日 4,980,559

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開
法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達等
を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものや業務
の積算に関するものの取扱いが含まれるため、高い守秘性が求められること
から、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有している必要があ
る。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性の高い者であると
ともに、十分対応し得る組織体制を有しており、本業務を遂行することができる
唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

9020 （財）北海道開発協会 はり合わせフルカラーコピー
竹澤　謙一
留萌開発建設部
留萌市寿町１丁目

平成17年4月6日 5,688 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9021 （財）北海道開発協会
平成１７年度管内事業概要１，８
００部購入

竹澤　謙一
留萌開発建設部
留萌市寿町１丁目

平成17年4月8日 2,844,000

　（財）北海道開発協会が当部の監修に基づき、多数の資料を活用し発行して
いる書籍であり、会議資料及び事業広報資料として十分活用される内容・構成
となっているころから、発行元から購入するものである。（会計法第29条の３第
４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

9022 （財）日本気象協会
平成１７年「留萌地域 新道路
情報」運用

竹澤　謙一
留萌開発建設部
留萌市寿町１丁目

平成17年4月21日 987,000

　携帯サイトによる道路情報システムは、平成１６年度（財）日本気象協会が管
内の道路情報発信システムを開発したものであり、必要な道路気象テレメー
ター情報を随時取得できる環境にある。また、独自の気象観測網を全道に整
備しており、豊富な情報と高度な専門知識を有し、精度の高い気象予測や局
所・限定的な気象観測に迅速かつ正確な対応を可能としている。このような気
象情報をオンラインで受信し迅速に情報を得ることのできる唯一の者であるた
め。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

9023 （財）北海道開発協会 片面コピー２０枚外２件
竹澤　謙一
留萌開発建設部
留萌市寿町１丁目

平成17年5月19日 11,420 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9024 （財）北海道開発協会 片面コピー４枚外２件
竹澤　謙一
留萌開発建設部
留萌市寿町１丁目

平成17年6月16日 4,512 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9025
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

水防技術講習会運営
竹澤　謙一
留萌開発建設部
留萌市寿町１丁目

平成17年6月23日 3,024,000

　本業務の履行にあたって、①社会性の高い水防技術の向上及び伝承を実施
するにあたり、水防に関する広範な知見と適切な水防工法の選択を行う高い
公平性・中立性、②積雪寒冷地河川独特の現象である融雪出水に関する知
見等、北方圏特有の河川技術に関する広範な知見、③水防技術講習会開催
に関する専門的な知見及び業務実績の全てを満たしていることが不可欠であ
る。（財）北海道河川防災研究センターは、①公益法人であり公平性・中立性
を有すること、②融雪出水等北方圏特有の河川技術に精通していること、③国
及び北海道主催の水防技術講習会開催に関する豊富な経験と能力を有して
いることから、本業務の履行に必要な条件を満たしている唯一の者である。
（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委
託等を行わな
いものとした
もの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
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講ずる措置 備考

9026 （財）北海道開発協会 中仕切紙材料外６点
竹澤　謙一
留萌開発建設部
留萌市寿町１丁目

平成17年7月1日 1,023 少額なことによる随意契約（会計法第29条の３第５項、予決令第99条第三号）
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
直ちに一般競争
入札に移行）

9027 （財）北海道開発協会 広報誌「萌州」７２　３０００部
竹澤　謙一
留萌開発建設部
留萌市寿町１丁目

平成17年7月12日 1,335,000

　（財）北海道開発協会が当部の監修に基づき、保有する多数の資料を活用し
発行している広報誌であり、その紙面は、ＰＲに関するノウハウが十分活用さ
れ、地元関係者はもとより一般市民にも理解できるような内容・構成になって
いることから、当部の広報誌として発行元から購入するものである。（会計法第
29条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

9028 （財）北海道開発協会 図面折り１２枚外２件
林　忠志
留萌開発建設部
留萌市寿町１丁目

平成17年9月7日 286 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9029 （財）北海道開発協会 広報誌「萌州」№７３　３０００冊
林　忠志
留萌開発建設部
留萌市寿町１丁目

平成18年1月11日 1,335,000

　（財）北海道開発協会が当部の監修に基づき、保有する多数の資料を活用し
発行している広報誌であり、その紙面は、ＰＲに関するノウハウが十分活用さ
れ、地元関係者はもとより一般市民にも理解できるような内容・構成になって
いることから、当部の広報誌として発行元から購入するものである。（会計法第
29条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

9030 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

佐藤　勉
留萌開発建設部留萌開発事務
所
留萌市堀川町２丁目７８

平成17年4月1日 2,973,955

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開
法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達等
を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものの取扱
いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得る組織
体制と経験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協会は、過
去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体
制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計法
第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

9031 （財）河川環境管理財団 留萌川河川巡視業務

佐藤　勉
留萌開発建設部留萌開発事務
所
留萌市堀川町２丁目７８

平成17年4月1日 9,344,311

北海道内に広く分布する泥炭性地盤は築堤の不等沈下、変形が生じ易いほ
か、洪水時には築堤基盤からの漏水、河岸侵食などがおき易く、河川巡視に
あたっては、過去の巡視データに基づく、多様なデーターベースが必要であ
り、このような多岐に渡る情報を蓄積しているいることが必要。また巡視等の
報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し
中立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務の遂行が可
能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

9032
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回業務

佐藤　勉
留萌開発建設部留萌開発事務
所
留萌市堀川町２丁目７８

平成17年4月1日 13,598,900

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9033
（社）寒地港湾技術研究セン
ター

留萌港港湾技術資料評価検討
業務

遠山　哲次郎
留萌開発建設部留萌港湾事務
所
留萌市大町1 丁目

平成17年8月9日 10,618,000

　本業務の履行にあたって、①留萌港の長い歴史中の様々な調査、計画、設
計、施工等の技術資料を収集することから、人的交流基盤も持ち合わせた収
集能力が必要であること、②多数の留萌港の技術資料の中から、優れた技術
や貴重な技術を選定、評価する必要があるため、積雪寒冷地の港湾技術に関
し、高度な知識と豊富な経験を有していることが必要であること、③編纂にあ
たっては、編集委員会を設置し、その運営を通して公平・中立性のある公益性
の高い総合的な検討を行う能力を有していることが必要である。（社）寒地港
湾技術研究センターは、港湾事業に関する情報ネットワーク及び学識経験者、
有識者との多様な人的ネットワークを有し、寒冷地港湾技術、港湾整備に関す
る高度な知識と豊富な経験を有しているとともに、これまでも多数の各種委員
会の運営実績があり、専門的コ ーディネイト技術及び会議運営のノウハウを
有しており、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし、 業務実施能力
を有している唯一の者である。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9034 （財）日本気象協会
留萌港気象・海象観測記録解析
評価業務

遠山　哲次郎
留萌開発建設部留萌港湾事務
所
留萌市大町1 丁目

平成18年1月31日 6,825,000

　本業務の履行にあたって、①積雪寒冷地の気象・海象に関する専門的知識
を有すること、②異常値については、気象庁資料等必要な情報、資料をもと
に、統計解析用に適切な処理ができることの全てを満たしていることが不可欠
である。（財）日本気象協会は、①長年にわたり広く積雪寒冷地における気象・
海象観測、予報、啓蒙に関する業務の実績があり、高度で専門的な知識と蓄
積された成果を豊富に有している、②気象・海象に関する情報や各種資料の
蓄積が豊富であり、異常気象時等の解析・評価に対して、迅速かつ的確な対
応が可能であることから、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし、
業務実施能力を有している唯一の者である。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

9035 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

遠山　哲次郎
留萌開発建設部留萌港湾事務
所
留萌市大町1 丁目

平成17年4月1日 2,983,040

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や会計法及び予算決算及び
会計令等を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するも
のの取扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し
得る組織体制と経験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発
協会は、過去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し
得る組織体制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人であ
る。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

9036
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

船舶管理等業務

遠山　哲次郎
留萌開発建設部留萌港湾事務
所
留萌市大町1 丁目

平成17年4月1日 16,581,510
　当該業務を迅速かつ的確に履行し得る技術水準及び乗組員の雇用を恒常
的に確保できる組織体制を有し、業務の遂行を担える高い信頼性を持つ道内
唯一の者。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

単価契約

9037
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回業務

高橋　知広
留萌開発建設部羽幌道路維持
事業所
苫前郡羽幌町栄町57番地

平成17年4月1日 14,461,240

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9038
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路情報連絡等業務

高橋　知広
留萌開発建設部羽幌道路維持
事業所
苫前郡羽幌町栄町57番地

平成17年4月1日 8,847,000

本業務は、道路管理者としての道路に関わる情報の受理提供等を代行するも
のであり、提供された情報は道路利用者へ多大な影響を及ぼすことから、①
道路の維持管理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道路利用者等
から寄せられる道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適切な対応が
必要であること、②災害発生時等において臨機の措置を適切に講じること、③
上記事項を遂行できる人材を有し育成していること等が必要である。（財）北海
道道路管理技術センターは、①道路管理に関する調査・研究を行っており、道
路の維持管理に関する全般的知識や豊富な経験があり、行政的見地に基づく
適切な対応ができること、②道路情報連絡に必要な人材を確保し、情報連絡
等に関する教育研修に努めていることから、本業務に必要な条件を満たして
いる唯一の者である。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

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

9039
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路情報等連絡業務

奥寺　敏雄
留萌開発建設部天塩道路維持
事業所
天塩郡天塩町新地通1丁目

平成17年4月1日 8,847,000

　本業務は、道路管理者としての道路に関わる情報の受理提供等を代行する
ものであり、提供された情報は道路利用者へ多大な影響を及ぼすことから、①
道路の維持管理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道路利用者等
から寄せられる道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適切な対応が
必要であること、②災害発生時等において臨機の措置を適切に講じること、③
上記事項を遂行できる人材を有し育成していること等が必要である。（財）北海
道道路管理技術センターは、①道路管理に関する調査・研究を行っており、道
路の維持管理に関する全般的知識や豊富な経験があり、行政的見地に基づく
適切な対応ができること、②道路情報連絡に必要な人材を確保し、情報連絡
等に関する教育研修に努めていることから、本業務に必要な条件を満たして
いる唯一の者である。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

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

9040
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回業務

奥寺　敏雄
留萌開発建設部天塩道路維持
事業所
天塩郡天塩町新地通1丁目

平成17年4月1日 12,752,900

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
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契約を締結した日

契約金額
（円）
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9041 （財）河川環境管理財団 天塩川外河川巡視等業務

松下　勝美
留萌開発建設部幌延河川事業
所
天塩郡幌延町字幌延153－2

平成17年4月1日 18,684,960

北海道内に広く分布する泥炭性地盤は築堤の不等沈下、変形が生じ易いほ
か、洪水時には築堤基盤からの漏水、河岸侵食などがおき易く、河川巡視に
あたっては、過去の巡視データに基づく、多様なデーターベースが必要であ
り、このような多岐に渡る情報を蓄積しているいることが必要。また巡視等の
報告内容が、行政が判断、措置を行う基礎情報となることから、第三者に対し
中立的立場で業務を遂行することが必要である。従って当該業務の遂行が可
能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

9042 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

宮藤　秀之
留萌開発建設部留萌ダム建設
事業所
留萌市沖見町３丁目９１番地

平成17年4月1日 3,058,880

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開
法等の文書管理に関する諸規定を熟知し、当局の業務に精通していること、
②個人情報に関連するものや工事の実施計画及び積算等に関するものの取
扱いが含まれるため、高い守秘性が求められることから、これに対応し得る組
織体制と経験、実績、信用を有している必要がある。（財）北海道開発協会は、
過去の業務実績等から信頼性の高い者であるとともに、十分対応し得る組織
体制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人である。（会計
法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

9043 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

市来　隆
留萌開発建設部羽幌港湾事業
所
苫前郡羽幌町港町４丁目

平成17年4月1日 2,986,200

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開
法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達等
を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものや工事
の実施計画や積算等に関連するものの取扱いが含まれるため、高い守秘性
が求められることから、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有し
ている必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性
の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有しており、本業務を遂
行することができる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

9044 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務

太田　竹雄
留萌開発建設部遠別道路建設
事業所
天塩郡遠別町字北浜88-2

平成17年4月1日 2,064,825

　本業務の履行にあたっては、①文書管理規程や個人情報保護法、情報公開
法等の文書管理に関する諸規定、会計法、物品管理法等の関係法令・通達等
を熟知し、当局の業務に精通していること、②個人情報に関連するものや工事
の実施計画や積算等に関連するものの取扱いが含まれるため、高い守秘性
が求められることから、これに対応し得る組織体制と経験、実績、信用を有し
ている必要がある。（財）北海道開発協会は、過去の業務実績等から信頼性
の高い者であるとともに、十分対応し得る組織体制を有しており、本業務を遂
行することができる唯一の法人である。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

9045 （財）北海道開発協会 複写等業務

太田　竹雄
留萌開発建設部遠別道路建設
事業所
天塩郡遠別町字北浜88-2

平成17年5月17日 570 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9046 （財）北海道開発協会 複写等業務

太田　竹雄
留萌開発建設部遠別道路建設
事業所
天塩郡遠別町字北浜88-2

平成17年6月9日 2,370 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9047 （財）北海道開発協会 複写等業務

太田　竹雄
留萌開発建設部遠別道路建設
事業所
天塩郡遠別町字北浜88-2

平成17年7月14日 500 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9048 （財）北海道開発協会 複写等業務

太田　竹雄
留萌開発建設部遠別道路建設
事業所
天塩郡遠別町字北浜88-2

平成17年7月27日 486 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9049 （財）日本気象協会 気象情報供給業務
山本　茂
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年4月1日 9,240,000
本業務の遂行に必要な気象予報業務の認可を受けている者であり、北海道
内及び宗谷地方の道路気象に関する専門的な知見を有し、かつ、公平性、中
立性を有する唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9050 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務１式
山本　茂
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年4月1日 2,352,225
本業務の履行にあたり必要とされる行政行為の補助に係る特定の知識及び
高度な中立性、守秘義務において、他者との競争を許さないため。（会計法第
29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

9051 （財）北海道開発協会 （沓形）行政事務補助業務１式
山本　茂
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年4月1日 2,268,500
本業務の履行にあたり必要とされる行政行為の補助に係る特定の知識及び
高度な中立性、守秘義務において、他者との競争を許さないため。（会計法第
29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

9052 （財）北海道開発協会
片面コピー（材料含む）２枚外２
件

山本　茂
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年4月5日 554 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9053 （財）北海道開発協会
建設機械等損料算定料製本等
業務１式

山本　茂
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年4月12日 3,012 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9054 （財）北海道開発協会 管内事業概要２，０００部
山本　茂
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年4月27日 3,010,000
　（財）北海道開発協会が当部の監修に基づき、多数の資料を活用し発行して
いる書籍であり、事業概要書として もふさわしい内容であるため、発行元か
ら購入するものである。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

9055 （財）北海道開発協会 証拠書類編纂等業務
山本　茂
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年4月28日 881,600

本業務の履行に当たっては、当局の業務運営上極めて重要な文書を取り扱う
ことから、高い守秘性とともに、適正な処理が求められるものであり、また、本
件業務を円滑に遂行するためには、法令等を熟知したうえ、当局の業務に精
通し、行政事務経験を有した者による業務従事者を配置できる組織であること
が必要である。当該法人は、本件業務に十分対応する組織と要員を有し、ま
た、長年にわたる業務実績から、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満
たす業務実施能力を有している唯一の法人であるため。（会計法第29条の３
第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
（19年度から一
般競争に移行）

9056 （財）北海道開発協会
大型片面第二原図コピー１．２ｍ
外１件

山本　茂
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年5月12日 11,735 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9057 （財）北海道開発協会 片面コピー２枚外３件
山本　茂
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年5月16日 692 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9058 （財）北海道開発協会
大型片面コピー済み紙図面折り
業務８枚外３件

山本　茂
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年5月23日 373 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9059 （財）北海道開発協会 製本等業務（図面折り）１枚
山本　茂
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年6月30日 189 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）
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9060 （財）北海道開発協会 製本等業務（図面折り）
山本　茂
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年7月7日 120 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9061 （財）北海道開発協会 製本等業務（図面折り）
山本　茂
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年7月12日 112 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9062 （財）北海道開発協会 製本等業務（片面コピー）
山本　茂
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年7月21日 209 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9063 （財）北海道開発協会 製本等業務（片面コピー）
山本　茂
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年7月22日 1,538 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9064 （財）北海道開発協会 製本等業務（図面折り）
山本　茂
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年8月1日 112 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9065 （財）北海道開発協会 製本等業務（図面折り）
和田　俊博
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年8月2日 129 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9066 （財）北海道開発協会 製本等業務（大型コピー）
川崎　博巳
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年8月29日 25,428 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9067 （財）北海道開発協会 製本等業務（図面折り）
川崎　博巳
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年9月8日 161 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9068 （財）北海道開発協会 NL４５°そうや№１７　２，０００部
川崎　博巳
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年9月15日 900,000
　（財）北海道開発協会が当部の監修に基づき、多数の資料を活用し発行して
いる冊子であり、広報誌として もふさわしい内容であるため、発行元から購
入するものである。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

9069 （財）北海道開発協会 NL４５°そうや№１８　２，０００部
川崎　博巳
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成18年1月19日 900,000
　（財）北海道開発協会が当部の監修に基づき、多数の資料を活用し発行して
いる冊子であり、広報誌として もふさわしい内容であるため、発行元から購
入するものである。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）
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9070 （財）北海道開発協会 ドキュメントスキャニング
川崎　博巳
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年11月10日 98,811 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9071 （財）北海道開発協会 大型片面第二原図コピー
川崎　博巳
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年12月26日 2,934 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9072
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

稚内開発建設部管内道路交通
情報提供システム運用業務１式

川崎　博巳
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年10月1日 9,769,700

　本業務の履行に当たっては、①災害発生時等において臨機の措置を適切に
講じること、②道路の維持管理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道
路利用者等から寄せられる道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適
切な対応が必要であること、③道路交通情報提供システム関連の機器操作を
熟知していること、④上記業務を遂行できる人材を有し育成していること等を
満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしている唯
一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9073 （独）北海道開発土木研究所
既設橋梁基礎の健全性評価お
よび不良土の利用法に関する研
究（一式）

山本　茂
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年4月19日 2,499,210
本業務の遂行に必要となる北海道の積雪寒冷な気象条件における橋梁等の
道路構造物基礎及び土質に関しての専門的知識並びに類似事例の検討実績
を有する唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
公募方式に移
行）

公募手続きを
導入

9074 （独）北海道開発土木研究所
道路防雪林の生育に関する調
査（１式）

山本　茂
稚内開発建設部
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年4月19日 7,799,400
本業務の遂行に必要となる北海道の積雪寒冷な気象条件における道路防雪
対策技術に関する専門的知識並びに類似事例の検討実績を有する唯一の者
であるため。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

9075 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務（一式）

寺澤　繁
稚内開発建設部稚内開発事務
所
稚内市潮見５丁目７番３７号

平成17年4月1日 5,860,835
本業務の履行にあたり必要とされる行政行為の補助に係る特定の知識及び
技術並びに高度な中立性、守秘義務において、他者との競争を許さないた
め。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

9076
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

一般国道40号外１路線道路巡
回業務（一式）

寺澤　繁
稚内開発建設部稚内開発事務
所
稚内市潮見５丁目７番３７号

平成17年4月1日 31,877,410

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9077
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

豊富バイパス管理ステーション
連絡業務（一式）

寺澤　繁
稚内開発建設部稚内開発事務
所
稚内市潮見５丁目７番３７号

平成17年4月1日 23,304,610

　本業務の履行に当たっては、①災害発生時等において臨機の措置を適切に
講じること、②道路の維持管理に関する全般的な知識と豊富な経験があり、道
路利用者等から寄せられる道路情報や苦情等に対し、行政的見地に基づく適
切な対応が必要であること、③道路交通情報提供システム関連の機器操作を
熟知していること、④高速性を担保した中での適切な道路管理を行うため、常
に習熟訓練された人材を有し育成していること等を満たすことが必要であり、
当該法人は本業務に必要な条件を満たしている唯一の者であるため。（会計
法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9078 （財）日本気象協会 気象情報供給業務（一式）

寺澤　繁
稚内開発建設部稚内開発事務
所
稚内市潮見５丁目７番３７号

平成17年4月1日 2,184,000
本業務の遂行に必要な気象予報業務の認可を受けている者であり、北海道
内及び宗谷地方の道路気象に関する専門的な知見を有し、かつ、公平性、中
立性を有する唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
直ちに一般競争
入札に移行）
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9079
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

船舶管理等業務（一式）

大倉　正憲
稚内開発建設部稚内港湾事務
所
稚内市末広４丁目5-33

平成17年4月1日 12,361,000
　当該業務を迅速かつ的確に履行し得る技術水準及び乗組員の雇用を恒常
的に確保できる組織体制を有し、業務の遂行を担える高い信頼性を持つ道内
唯一の者。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

単価契約

9080 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務（一式）

大倉　正憲
稚内開発建設部稚内港湾事務
所
稚内市末広４丁目5-33

平成17年4月1日 4,753,000
本業務の履行にあたり必要とされる行政行為の補助に係る特定の知識及び
技術並びに高度な中立性、守秘義務において、他者との競争を許さないた
め。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

9081 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務（一式）

源　秀夫
稚内開発建設部稚内農業事務
所
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年4月1日 3,084,160
本業務の履行にあたり必要とされる行政行為の補助に係る特定の知識及び
技術並びに高度な中立性、守秘義務において、他者との競争を許さないた
め。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

単価契約

9082 （財）建設物価調査会 図面二つ折りのり付け（一式）

源　秀夫
稚内開発建設部稚内農業事務
所
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年7月1日 2,688 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9083 （財）建設物価調査会 デジタル大型片面出力（一式）

源　秀夫
稚内開発建設部稚内農業事務
所
稚内市末広５丁目６番１号

平成17年9月14日 33,236 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9084 （財）日本気象協会 気象情報供給業務（一式）

末次　敬司
稚内開発建設部浜頓別道路総
合事業所
枝幸郡浜頓別町緑ヶ丘６丁目１

平成17年4月1日 2,184,840
本業務の遂行に必要な気象予報業務の認可を受けている者であり、北海道
内及び宗谷地方の道路気象に関する専門的な知見を有し、かつ、公平性、中
立性を有する唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

単価契約

9085 （財）北海道開発協会 行政事務補助業務（一式）

末次　敬司
稚内開発建設部浜頓別道路総
合事業所
枝幸郡浜頓別町緑ヶ丘６丁目１

平成17年4月1日 2,898,905
本業務の履行にあたり必要とされる行政行為の補助に係る特定の知識及び
技術並びに高度な中立性、守秘義務において、他者との競争を許さないた
め。（会計法第29条の３第４項）

問題があるもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

9086
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回業務（一式）

末次　敬司
稚内開発建設部浜頓別道路総
合事業所
枝幸郡浜頓別町緑ヶ丘６丁目１

平成17年4月1日 13,042,300

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9087
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路情報連絡等業務（一式）

末次　敬司
稚内開発建設部浜頓別道路総
合事業所
枝幸郡浜頓別町緑ヶ丘６丁目１

平成17年4月1日 8,847,000
本業務の遂行に必要な道路管理に関する全般的な知識と豊富な経験を有し、
災害発生時や道路利用者から寄せられる苦情に対し、行政的見地に基づく適
切な対応のできる唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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9088
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路巡回業務（１式）

神林　孝次
稚内開発建設部枝幸道路維持
事業所
枝幸郡枝幸町北幸町7020-1

平成17年4月1日 3,960,500

　本業務の履行に当たっては、①道路の維持管理に関する全般的知識や豊
富な経験があり、道路管理者と同等の広い視野と適切な対応が必要であるこ
と、②災害未然防止の観点から、路線の特殊性を熟知し、異常発見時には臨
機の措置を適切に講じること、③業務を遂行できる人材を有し育成しているこ
と等を満たすことが必要であり、当該法人は本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9089
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路情報連絡等業務（１式）

神林　孝次
稚内開発建設部枝幸道路維持
事業所
枝幸郡枝幸町北幸町7020-1

平成17年4月1日 8,847,000
本業務の遂行に必要な道路管理に関する全般的な知識と豊富な経験を有し、
災害発生時や道路利用者から寄せられる苦情に対し、行政的見地に基づく適
切な対応のできる唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委
託等を行わな
いものとした
もの

9090 （財）日本気象協会 気象情報提供業務（１式）

神林　孝次
稚内開発建設部枝幸道路維持
事業所
枝幸郡枝幸町北幸町7020-1

平成17年4月1日 2,184,840
本業務の遂行に必要な気象予報業務の認可を受けている者であり、北海道
内及び宗谷地方の道路気象に関する専門的な知見を有し、かつ、公平性、中
立性を有する唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

単価契約

9091 （財）北海道開発協会
複写等業務（片面フルカラ－コ
ピ－外１式）

神林　孝次
稚内開発建設部枝幸道路維持
事業所
枝幸郡枝幸町北幸町7020-1

平成17年6月17日 2,664 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9092 （財）北海道開発協会
複写等業務（大型片面コピ－外
１式）

神林　孝次
稚内開発建設部枝幸道路維持
事業所
枝幸郡枝幸町北幸町7020-1

平成18年1月10日 4,320 少額なことによる随意契約（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
直ちに一般競争
入札に移行）

9093 （独）北海道開発土木研究所
港湾漁港等沿岸構造物整備に
関わる生物的研究

山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 89,460,000

　港湾整備事業、及び水産基盤整備事業に関する技術上の課題について、北
海道開発土木研究所の中期計画に基づき、調査・試験等を行うとともに、指
導・助言を得るものである。(1) 港内水域の高度利用に関する研究　(2) 港湾
漁港域の環境創造に関する研究  (3) 港湾漁港周辺の環境保全に関する研究
これらの課題については、北海道特有の気象・土質条件等を踏まえた総合的
知見による高度な専門的技術での分析や判断が必要である。北海道開発土
木研究所は、設立以来、積雪寒冷地の過酷な気象条件、広範囲に分布する
泥炭、火山灰等の特殊土壌等、全国とは異なる気象・土質等の条件下にある
北海道の河川事業に関して高度な専門技術を有する試験研究機関としての
役割を一貫して担ってきた。平成13年４月１日に独立行政法人北海道開発土
木研究所へ移行しているが、引き続き北海道開発局の所掌事務に関連する調
査・試験等を行うことにより、北海道の開発の推進に資する土木技術の向上を
図ることが目的とされている。以上のことから、会計法第29条の３第４項及び
予算決算及び会計令第102条の４第３号に基づき、本業務については独立行
政法人北海道開発土木研究所を委託先として選定するものとする。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
もの（19年度
から公募方式
に移行）

公募手続きを
導入

9094 （独）北海道開発土木研究所
港湾漁港等沿岸構造物整備に
関わる工学的研究

山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 191,268,000

海岸事業、港湾整備事業、及び水産基盤整備事業に関する技術上の課題に
ついて、北海道開発土木研究所の中期計画に基づき、調査・試験等を行うとと
もに、指導・助言を得るものである。　(1) 港湾漁港施設の冬期利用障害対策
に関する研究  (2) 沿岸構造物の建設・維持管理コストの縮減方策に関する研
究　(3) 港湾漁港の防災機能向上に関する研究　(4) 環境配慮型沿岸構造物
の開発に関する研究  これらの課題については、北海道特有の気象・土質条
件等を踏まえた総合的知見による高度な専門的技術での分析や判断が必要
である。北海道開発土木研究所は、設立以来、積雪寒冷地の過酷な気象条
件、広範囲に分布する泥炭、火山灰等の特殊土質等、全国とは異なる気象・
土質等の条件下にある北海道の河川事業に関して高度な専門技術を有する
試験研究機関としての役割を一貫して担ってきた。平成13年４月１日に独立行
政法人北海道開発土木研究所へ移行しているが、引き続き北海道開発局の
所掌事務に関連する調査・試験等を行うことにより、北海道の開発の推進に資
する土木技術の向上を図ることが目的とされている。以上のことから、会計法
第29条の３第４項及び予算決算及び会計令第102条の４第３号に基づき、本業
務については独立行政法人北海道開発土木研究所を委託先として選定する
ものとする。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
もの（19年度
から公募方式
に移行）

公募手続きを
導入
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9095 （独）北海道開発土木研究所
寒冷地空港舗装の耐久性向上
に関する調査

山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 7,987,140

　空港整備事業に関する技術上の課題について、北海道開発土木研究所の
中期計画に基づき、調査・試験等を行うとともに、指導・助言を得るものであ
る。 ・寒冷地空港舗装の耐久性向上に関する調査　この課題については、北
海道特有の気象・土質条件等を踏まえた総合的知見による高度な専門的技
術での分析や判断が必要である。北海道開発土木研究所は、設立以来、積
雪寒冷地の過酷な気象条件、広範囲に分布する泥炭質の軟弱地盤等、全国
とは異なる気象・土質条件下にある北海道の空港事業に関して高度な専門技
術を有する試験研究機関としての役割を一貫して担ってきた。平成13年４月１
日に独立行政法人北海道開発土木研究所へ移行しているが、引き続き北海
道開発局の所掌事務に関連する調査・試験等を行うことにより、北海道の開
発の推進に資する土木技術の向上を図ることが目的とされている。以上のこと
から、会計法第29条の３第４項及び予算決算及会計令第102条の４第３号に
基づき、本業務については独立行政法人北海道開発土木研究所を委託先とし
て選定するものとする。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
もの（19年度
から公募方式
に移行）

公募手続きを
導入

9096 （独）北海道開発土木研究所 ダム技術の開発に関する研究
山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 46,884,600

ダム事業に関する技術上の課題について、北海道開発土木研究所の中期計
画に基づき、調査・試験等を行うとともに、指導・助言を得るものである。(1) 貯
水池土砂移動に関する調査研究  (2) ダム貯水池環境保全に関する調査研究
(3) ダム堤体強震時検討
 (4) 景観評価手法に関する技術的検討  これらの課題については、北海道特
有の気象・土質条件等を踏まえた総合的知見による高度な専門的技術での分
析や判断が必要である。北海道開発土木研究所は、設立以来、積雪寒冷地
の過酷な気象条件、広範囲に分布する　　泥炭、火山灰等の特殊土質等、全
国とは異なる気象・土質等の条件下にある北海道の河川事業に関して高度な
専門技術を有する試験研究機関としての役割を一貫して担ってきた。平成13
年４月１日に独立行政法人北海道開発土木研究所へ移行しているが、引き続
き北海道開発局の所掌事務に関連する調査・試験等を行うことにより、北海道
の開発の推進に資する土木技術の向上を図ることが目的とされている。以上
のことから、会計法第29条の３第４項及び予算決算及び会計令第102条の４第
３号に基づき、本業務については独立行政法人北海道開発土木研究所を委
託先として選定するものとする。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
もの（19年度
から公募方式
に移行）

公募手続きを
導入

9097 （独）北海道開発土木研究所
河川環境保全技術の開発に関
する研究

山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 198,702,000

河川事業に関する技術上の課題について、北海道開発土木研究所の中期計
画に基づき、調査・試験等を行うとともに、指導・助言を得るものである。　(1)
物質輸送と生態系への影響  (2) 魚類生息環境検討 (3) 河畔林の環境特性検
討 (4) 水質保全技術の検討 (5) 流域水循環の検討 (6) ポーラスコンクリート
の河川護岸への適用に関する試験研究 これらの課題については、北海道特
有の気象・土質条件等を踏まえた総合的知見による高度な専門的技術での分
析や判断が必要である。北海道開発土木研究所は、設立以来、積雪寒冷地
の過酷な気象条件、広範囲に分布する泥炭、火山灰等の特殊土質等、全国と
は異なる気象・土質等の条件下にある北海道の河川事業に関して高度な専門
技術を有する試験研究機関としての役割を一貫して担ってきた。平成13年４月
１日に独立行政法人北海道開発土木研究所へ移行しているが、引き続き北海
道開発局の所掌事務に関連する調査・試験等を行うことにより、北海道の開
発の推進に資する土木技術の向上を図ることが目的とされている。以上のこと
から、会計法第29条の３第４項及び予算決算及び会計令第102条の４第３号に
基づき、本業務については独立行政法人北海道開発土木研究所を委託先とし
て選定するものとする。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
もの（19年度
から公募方式
に移行）

公募手続きを
導入

9098 （独）北海道開発土木研究所
河川防災技術の開発に関する
研究

山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 275,962,999

　河川事業に関する技術上の課題について、北海道開発土木研究所の中期
計画に基づき、調査・試験等を行うとともに、指導・助言を得るものである。　(1)
流出解析モデルの開発検討 (2) 複断面・蛇行河川の流れの解析手法検討 (3)
災害情報コミュニケーションに関する調査研究 (4) 海域における土砂・物質移
動特性検討 (5) 河道内土砂・物質輸送検討 (6) 蛇行河川の河道設計に関す
る研究 (7) 河川堤体強震時挙動検討 (8) 流木状況調査 (9) 高分子吸収材を
用いた橋の下の緑化工法の検討 (10) 泥炭軟弱地盤上に構築された盛土の
地震時挙動に関する研究 これらの課題については、北海道特有の気象・土質
条件等を踏まえた総合的知見による高度な専門的技術での分析や判断が必
要である。北海道開発土木研究所は、設立以来、積雪寒冷地の過酷な気象
条件、広範囲に分布する泥炭、火山灰等の特殊土質等、全国とは異なる気
象・土質等の条件下にある北海道の河川事業に関して高度な専門技術を有す
る試験研究機関としての役割を一貫して担ってきた。平成13年４月１日に独立
行政法人北海道開発土木研究所へ移行しているが、引き続き北海道開発局
の所掌事務に関連する調査・試験等を行うことにより、北海道の開発の推進に
資する土木技術の向上を図ることが目的とされている。以上のことから、会計
法第29条の３第４項及び予算決算及び会計令第102条の４第３号に基づき、本
業務については独立行政法人北海道開発土木研究所を委託先として選定す
るものとする。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
もの（19年度
から公募方式
に移行）

公募手続きを
導入
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量
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在地
契約を締結した日

契約金額
（円）
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果
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9099 （独）北海道開発土木研究所

北海道における道路構造、道路
メンテナンス及びコスト構造を改
革し、効率的に道路資産を形成
する方策等に関する研究

山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 506,768,220

道路事業に関する技術上の課題について、北海道開発土木研究所の中期計
画に基づき、調査・試験等を行うとともに、指導・助言を得るものである。 (1) 合
理的設計システムの構築 (2) 道路資産の科学的な保全による投資戦略シス
テムの構築 (3) 循環型社会を構築する技術の開発  これらの課題について
は、北海道特有の気象・土質条件等を踏まえた総合的知見による高度な専門
的技術での分析や判断が必要である。 北海道開発土木研究所は、設立以
来、積雪寒冷地の過酷な気象条件、広範囲に分布する泥炭質の軟弱地盤
等、全国とは異なる気象・土質条件下にある北海道の道路事業に関して高度
な専門技術を有する試験研究機関としての役割を一貫して担ってきた。平成
13年４月１日に独立行政法人北海道開発土木研究所へ移行しているが、引き
続き北海道開発局の所掌事務に関連する調査・試験等を行うことにより、北海
道の開発の推進に資する土木技術の向上を図ることが目的とされている。以
上のことから、会計法第29条の３第４項及び予算決算及び会計令第102条の４
第３号に基づき、本業務については独立行政法人北海道開発土木研究所を
委託先として選定するものとする。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
公募方式に移
行）

公募手続きを
導入

9100 （独）北海道開発土木研究所

北海道における道路情報の高
度活用と冬期道路管理及び自
然災害、交通事故から命を守る
方策等に関する研究

山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 547,848,000

道路事業に関する技術上の課題について、北海道開発土木研究所の中期計
画に基づき、調査・試験等を行うとともに、指導・助言を得るものである。 (1) 冬
期における道路ネットワークの評価、効果的な雪崩、吹雪対策の推進 (2) ツル
ツル路面対策の高度化、除雪・路面管理の高度化 (3) ユニバーサルデザイン
の考え方に基づいた冬期バリアフリー対策 (4) ＩＴＳ等の情報技術の活用 (5)
橋梁等構造物の耐震性向上に関する研究 (6) 岩盤・斜面崩壊のリスクマネジ
メントに関する研究 (7) 風水害・豪雨時の安全性向上に関する研究 (8) 交通
安全対策支援システムの構築  これらの課題については、北海道特有の気
象・土質条件等を踏まえた総合的知見による高度な専門的技術での分析や判
断が必要である。北海道開発土木研究所は、設立以来、積雪寒冷地の過酷
な気象条件、広範囲に分布する泥炭質の軟弱地盤等、全国とは異なる気象・
土質条件下にある北海道の道路事業に関して高度な専門技術を有する試験
研究機関としての役割を一貫して担ってきた。平成13年４月１日に独立行政法
人北海道開発土木研究所へ移行しているが、引き続き北海道開発局の所掌
事務に関連する調査・試験等を行うことにより、北海道の開発の推進に資する
土木技術の向上を図ることが目的とされている。以上のことから、会計法第29
条の３第４項及び予算決算及び会計令第102条の４第３号に基づき、本業務に
ついては独立行政法人北海道開発土木研究所を委託先として選定するものと
する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
公募方式に移
行）

公募手続きを
導入

9101 （独）北海道開発土木研究所
北海道における道路設計及び
道路事業効果等に関する調査

山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年7月1日 89,992,980

道路事業に関する技術上の課題について、北海道開発土木研究所の中期計
画に基づき、調査・試験等を行うとともに、指導・助言を得るものである。 ・ 北
海道の地域特性に対応した道路構造と安全・確実な幹線ネットワークを確保
するための技術開発  この課題については、北海道特有の気象及び地理的条
件等を踏まえた総合的知見による高度な専門的技術での分析や判断が必要
である。北海道開発土木研究所は、設立以来、積雪寒冷地の過酷な気象条
件、広域分散型の地域構造等、全国とは異なる気象及び地理的条件下にある
北海道の道路事業に関して高度な専門技術を有する試験研究機関としての
役割を一貫して担ってきた。平成13年４月１日に独立行政法人北海道開発土
木研究所へ移行しているが、引き続き北海道開発局の所掌事務に関連する調
査・試験等を行うことにより、北海道の開発の推進に資する土木技術の向上を
図ることが目的とされている。以上のことから、会計法第29条の３第４項及び
予算決算及び会計令第102条の４第３号に基づき、本業務については独立行
政法人北海道開発土木研究所を委託先として選定するものとする。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
公募方式に移
行）

公募手続きを
導入
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9102 （独）港湾空港技術研究所
北海道の海象観測データ解析
に関する研究

山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 5,340,000

  本業務の履行にあたっては、①研究の成果は、港湾や海岸における事業実
施上の各種基礎資料となることから、観測データの処理や解析に当たっては、
全国的において実施されている評価基準と整合させる必要があり、その内容
の評価が全国統一的な知見による判断で行われること。②研究の成果は、港
湾や海岸における事業実施上の各種基礎資料となることから、その遂行に当
たっては中立的かつ公平な立場であること。③日本沿岸における波浪特性を
把握し、研究に必要な情報の収集・分析が速やかに行えること。を満たしてい
ることが不可欠である。独立行政法人港湾空港技術研究所は、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として、独立行政法人通則法及び独立行
政法人港湾空港技術研究所法に基づき設立された独立行政法人であり、主
務大臣である国土交通大臣の指示である中期目標の重点的実施として、「港
湾、海岸、空港等の整備等に係る工学的諸課題に関する原理・現象の解明」
があり、この目標を達成するための中期計画の研究テーマのひとつとして「 波
浪、潮流等の沿岸域の海象特性に関する研究を行い、海象現象の地域特性
及び時間的変動の要因を解明する。」を定めている。上記法人は、これまでも
全国的な波浪特性の一元的な把握を可能とする港湾海洋波浪情報網を形成
し、全国各地の波浪観測データの速やかな収集・分析及び高度な処理・解析
を行ってきていることから技術的知識を十分に有すること、上記を元に蓄積し
た波浪情報により日本沿岸における波浪特性に精通していることから、解析
結果の全国的な評価基準による統一的な評価が可能であること、また、中立
性、公平性を有する法人であるなど、研究遂行上、必要な条件を全て満たす
唯一の法人である。さらに、上記法人は、平成１３年度から継続的に本研究に
関わる委託を行っており、適正な成果を得ている。以上のことから、会計法第
２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により上
記法人を本研究の委託先として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行した
もの（19年度
から公募方式
に移行）

公募手続きを
導入

9103 （財）都市計画協会
良好な景観形成普及のための
景観計画策定支援等検討業務

菊地　静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年12月20日 8,000,000

　本調査の実施に当たっては、以下の条件を満たすことが必要である。①都市
計画及びまちづくり全般に関する高度な知識と豊富な経験を有するとともに、
景観法を熟知し、全国各地域における景観計画策定についても豊富な知識や
実績を有すること。②景観法における景観計画は、建築物の建築等に対する
届出・勧告を基本とする規制誘導を行うものであることから、その策定にあたっ
ては、特定の利害関係の影響を受けない公平・中立かつ非営利的な立場であ
ること。③本調査は、全国の先進事例や都市計画及び景観法に関する有識者
からの意見等を踏まえた検討を行うことから、関係する有識者や地方公共団
体と協力等のノウハウと実績を有していること。財団法人都市計画協会は、
「都市計画の基本政策を研究し、都市計画に関する知識の普及並びに都市計
画及び都市計画事業の発展を図り、もって公共の福祉の増進に寄与すること」
を目的に「都市計画に関する調査研究及びこれらの業務の受託」等を行って
いる。同財団は、都市計画区域を有する多くの地方公共団体や学識経験者等
を会員に擁し、都市計画に関連して幅広く情報の収集・発信を行ってきてい
る。また、これまで長年にわたり全国各都市における都市計画マスタープラン・
地区計画策定及び景観条例策定支援等の調査・検討を実施してきており、景
観法制定時には、景観法講習会を各地で開催する等普及啓発活動を行って
いるほか、全国の自治体の景観計画策定手法や地域住民等との合意形成手
法の検討、景観行政推進方針策定作業等に携わり、都市計画、まちづくり及
び景観行政の全般に関する極めて高度な見識と経験を有しており、当該法人
の他に本業務を遂行できる法人は見受けられない。以上のことから、会計法
第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、上記
法人を委託先として選定するものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
契約では、企
画競争を実施
し、20年度以
降、総合評価
による一般競
争等に移行）

9104 （独）北海道開発土木研究所
北海道における国営土地改良
事業に係る技術研究（一式）

山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 124,743,780

業務の遂行にあたっては、北海道特有の気象・土壌条件等を踏まえた総合的
知見による高度な専門的技術での分析や判断が必要である。北海道開発土
木研究所は、設立以来、積雪寒冷地の過酷な気象条件、広範囲に分布する
泥炭、火山灰等の特殊土壌等、全国とは異なる気象・土壌等の条件下にある
北海道の土地改良事業に関して高度な専門技術を有する試験研究機関とし
ての役割を一貫して担ってきた。平成１３年４月１日に独立行政法人北海道開
発土木研究所へ移行しているが、引き続き北海道開発局の所掌事務に関連
する調査・試験等を行うことにより、北海道の開発の推進に資する土木技術の
向上を図ることを目的とされている。以上のことから、会計法29条の3第4項、
予算決算及び会計令第102条の4第3号に基づき、本業務については独立行
政法人北海道開発土木研究所を委託先として選定するものとする。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
もの（19年度
から公募方式
に移行）

公募手続きを
導入
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9105
（財）日本道路交通情報セン
ター

道路交通情報に関する業務（一
式）

山中　憲治
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 85,499,000

　財団法人道路交通情報センターは、昭和４３年に発生した飛騨川バス転落
事故を契機として、道路交通情報提供業務を充実強化する必要性が叫ばれる
なかで、警察・道路管理者両者において収集される情報を一元的、かつ、正
確、迅速に提供し、もって交通の安全及び円滑化を図るため、道路交通情報
提供を目的とする機関として、設立前に閣議に報告されたうえで内閣総理大
臣及び建設大臣が認可して設立された法人である。また、道路交通法に基づ
き事務の委託を受けた唯一の団体であり、設立以来、道路利用者の安全と利
便を図るため、道路及び道路交通に関する情報の収集及び提供、調査、研
究、試験等を通じ、長年の経験の中から培った知識、技術により充分な成果を
あげている。あわせて、近年IT技術の進展にあわせた情報収集・提供のため
のシステム及び全国ネットワークを有するとともに、全国各地に配置している
職員も、情報の収集及び電話、ラジオ、テレビ等の複数の媒体を通した情報の
提供に不可欠な専門的かつ高度な知識、技術及び技能を習得している。
　よって、同センターは収集業務に関しては各地方整備局はもとより、各都道
府県、関係公団、公社等からきめ細かな情報を収集できる道路交通情報網を
有する唯一の団体であり、また、提供業務についても当該業務に関する機器・
人員等の全国組織を有し、広く一般利用者に対し情報を提供することのできる
唯一の団体である。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）

9106 （財）河川情報センター
河川情報精度向上検討業務（一
式）

山中　憲冶
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月1日 49,318,500

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

その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）

9107 （財）日本気象協会
道路環境地域影響検討業務（一
式）

大沼　秀次
北海道開発局事業振興部防災・
技術センター
札幌市豊平区月寒東２－８

平成17年4月1日 18,375,000

   本業務の履行にあたっては、以下の条件を満たすことを必要とする。
①本業務の成果は当局の除雪計画における凍結防止剤散布方策の基礎資
料となることから、公平、中立的かつ非営利な立場からの検討が求められるこ
と。
②凍結防止剤散布の環境影響については、その影響メカニズムや評価手法
が確立されていないことから、北海道の環境影響評価モデルの作成にむけ
て、先進的な文献資料等を専門的立場から考察し、地域の気象条件、地理条
件及び大気や海塩等の自然由来成分を踏まえ、気象学的見地から北海道の
地域特性に即した総合的な検討を行う技術力を有していること。
③気象調査及び凍結防止剤に係わる地下水調査、土壌調査について十分な
実績を有すること。
 　（財）日本気象協会は、気象等に関する科学及び技術の進歩に協力すると
共に、気象に関する事業の発展をはかり、もって公共の福祉に寄与することを
目的として設立された公益法人である。日頃の事業を通じ気象、地象、水象に
関する観測、予報、調査及び研究を過去の蓄積されたデータを基に幅広く行っ
ていることから、これらに関する気象学的な専門的知識に優れ、本業務に必要
となる総合的な検討を行うための技術力を有している。また、凍結防止剤に関
する調査事例、情報等の収集や、飛散状況調査、土壌・地下水調査など多く
の実績を有している。
    よって、財団法人日本気象協会北海道支社は本業務を遂行する上で必要
とされる条件を満たし、業務の実施能力を有している唯一の法人と考えられ
る。
 　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するも
のである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9108
（財）北海道地域総合振興機
構

北海道における経済社会活動を
支える社会資本整備の推進方
策に関する調査検討業務（一
式）

山中　憲冶
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年4月7日 10,500,000

　本業務の実施に当たっては、以下の条件を満たすことが必要である。①本業務の成果
は、今後の社会資本の整備、北海道開発の推進に当たっての基礎資料となることから、
公平性・中立性を備え、かつ非営利的立場からの検討が可能であること。②北海道の
社会資本の整備、北海道開発の推進について、総合的な分析が必要であることから、
人口減少・少子高齢化の進展、グローバリズムの進展など北海道を取り巻く経済社会
の状況を正確に把握し、北海道の地域特性や、北海道開発事業に関する諸問題に精
通していること。③北海道における地域開発に関する実態・動向に精通しているととも
に、産学官の関係機関からの情報収集能力を有していること。④北海道における学識
経験者、経営者等の有識者との信頼関係を構築しており、意見交換会実施及び有識者
意見等に係る北海道開発事業への反映に関する取りまとめ業務等について遂行能力を
有していること。⑤今後の北海道の発展方向について幅広く国民各層からの意見、提言
を募り、北海道開発に関する国民の理解を深めることを目的とした委員会等の事務局を
担当した実績を有し、本件目的である「今後の北海道を想定し、そこで展開されるであろ
う経済社会活動に対応した社会資本の検討」等に関する業務について、遂行能力を有
すること。財団法人北海道地域総合振興機構は、
・地域開発及び産業活性化、地域プロジェクトの推進上の課題及び育成方策並びに事
業化に必要な分析等の調査研究
・地域特性を活かした地域プロジェクトや産業活動等への助成
・地域の活性化等に関するセミナー、講演会等の開催及び開催に関する支援・助成
等について多くの実績を有し、それらに付随する各種データの蓄積が図られていること
から北海道の地域特性や北海道開発に関する諸問題に精通している。また、有識者及
び関係機関と信頼関係及び緊密な連携を構築しており、産学官の関係機関からの情報
収集能力が極めて優れているとともに、意見交換会実施及び有識者意見等に係る北海
道開発事業への反映に関する取りまとめ業務等について高い遂行能力を有している。
さらに、第６期北海道総合開発計画（平成10年４月閣議決
定）の策定に当たり、今後の北海道の発展方向について幅広く国民各層からの意
見、提言を募り、計画策定の参考にするとともに、北海道開発に関する国民の理解
を深めることを目的に平成８年度に行われた「北海道・ゆめプラン「あなたからの提
言」募集」（北海道開発庁後援）の実行委員会（委員会は同機構ほか９法人から委
員を選出し構成）事務局を担当し、本件目的である「今後の北海道を想定し、そこで
展開されるであろう経済社会活動に対応した社会資本の検討」等に関する業務に
ついて、他の法人にはないノウハウを蓄積している。よって同機構は、本業務を遂
行する上で必要とされる条件を満たし業務実施能力を有している唯一の法人である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令１０２条の４
第３号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するものである。

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

9109
（財）北海道地域総合振興機
構

環境保全の推進に係る検討業
務（一式）

山中　憲冶
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年5月31日 4,725,000

本業務の履行に当たっては、
①各事業の実施に関わる者と利害関係がなく、公平・中立な者であること。
②本業務の内容が、自然環境の保全に関する学識経験者等からの意見、助
言及び研究成果の聴取であることから、関係各学識経験者等との信頼関係に
基づく人的交流に優れている組織であること。
③当局の事業内容について十分な知識を有していること。
④自然環境の保全及び環境技術に関する情報を収集分析できること。
の全てを満たしていることが不可欠である。
　財団法人北海道地域総合振興機構は、北海道の総合的な開発や産業の振
興を支援し、活力ある地域社会の形成を図り、さらには、わが国経済社会の健
全な発展に寄与することを目的に設立された公益法人であり、学識経験者等
との人的交流に優れ、地域開発や産業活性化に関する調査研究等を通じ当
局の事業内容に精通した組織である。また、これまで「環境セミナー」の企画運
営に携わってきたのみならず、火山防災を目的とした環境教育副読本の作
成、バイオマス処理プラントの導入調査検討、未利用資源の活用とクリーンな
環境づくりの提唱、北海道グリーン電力基金への参画等、当業務の遂行に必
要な自然環境の保全に関する豊富な知見及び経験を有している。よって、本
業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし業務実施能力を有している唯
一の法人である。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号の規程により、上記法人を随意契約の相手方として選定するもの
である。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9110
（財）日本建設情報総合セン
ター

北海道開発局ＣＡＬＳ／ＥＣ支援
業務（一式）

大沼　秀次
北海道開発局事業振興部防災・
技術センター
札幌市豊平区月寒東２－８

平成17年5月31日 16,001,000

  本業務の履行にあたっては、以下の条件を満たすことを必要とする。
   ①　ＣＡＬＳ／ＥＣに関する知識、設計図面の電子化、工事関係書類の標準
化など、情報化に関する専門的で高度な知識を有していること。
   ②　国としての統一した行動計画に沿った企画、立案、検討を行うものであ
ることから、全国的な情報の収集・分析が可能であること。
   ③　北海道におけるＣＡＬＳ／ＥＣ展開計画の立案、検討など、国土交通省
における行動計画の一環として、標準化や技術基準等の作成を行うため、公
平かつ総合的な判断が可能であること。
   ④　地方公共団体（道・市町村）を含めた公共事業全体へのＣＡＬＳ／ＥＣの
導入に向け、地域の状況を踏まえた行動計画の検討を行うことから、行政的
視野に立った立案、提案が可能なこと。

　（財）日本建設情報総合センターは、建設事業の円滑な執行に資する情報シ
ステムの調査　　研究を行い、これを広く普及することにより、建設技術の向上
を図ることを目的として設立　　された公益法人である。また、建設ＣＡＬＳに関
し、平成７年度から建設省の指導のもと、　　ＣＡＬＳ／ＥＣセンターやＣＡＬＳ／
ＥＣ推進室を組織体制として発足させ、全国的な建設ＣＡＬＳ／ＥＣの推進、支
援等に携わっているものであり、旧建設省、旧運輸省などの公共工事発注機
関、民間企業等からなる｢ＣＡＬＳ／ＥＣ公共調達コンソーシアム｣、｢ＣＡＤデ
ータ交換標準開発コンソーシアム｣を主催をするなど、公共事業における電子
化の共通基盤　　技術を有し、全国版アクションプログラムの作成に携わって
きたところである。
　以上のとおり、上記法人は諸手続きの電子化に関する専門的知識に優れ、
道内外にわたる全国的なＣＡＬＳ/ＥＣの動向、情報全般を把握している。
　また、他に本業務を遂行する上で、必要条件を満たしていると思われる法人
は見受けられない。
　よって（社）北海道開発技術センターは、本業務の実施能力を有している唯
一の法人と考えられることから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び
会計令１０２条の４第３号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として
選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争等に
移行すること
としたもの

公募手続きを
導入

9111
（社）寒地港湾技術研究セン
ター

寒冷地における港湾情報システ
ムの仕様と活用方策に関する調
査検討業務（一式）

山中　憲冶
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年6月16日 16,800,000

本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たしていることを必要とする。①
本業務は、映像システムを有する港湾ＷＡＮ構築のための仕様とその活用方
策について検討を行うものであり、今後の港湾ＷＡＮ構築のための基礎資料と
なることから、ネットワーク構築のための専門的知識を有し、かつ公平・中立的
かつ非営利的立場での検討が可能であること。②北海道の地域特性から、積
雪寒冷地における港湾の諸問題を熟知していること。③港湾ＷＡＮの活用方
策に関する検討において、危機管理全般に関する全国的な動向、情報を把握
していること。（社）寒地港湾技術研究センターは、積雪寒冷地の氷風雪・波浪
の制御及び利用に関する港湾技術及びこれに関連する技術（以下「寒地港湾
技術」という。）の調査研究に努め、積雪寒冷地において冬に強い港湾の整備
を促進し、もってわが国の港湾の発展に寄与することを目的としている公益法
人であり、北海道における港湾管理の在り方について自主研究を進める等、
積雪寒冷地の港湾の管理等に関し、必要な事項の調査研究や本会の目的を
達成するための必要な事業を実施するなど、これらに関する専門的知識を有
している。さらに（社）寒地港湾技術研究センターは、港湾の整備や管理運営
に関する知見を有していることに加え、港湾管理に関する調査研究活動を通じ
て、港湾管理に新たに加わった港湾に係る保安対策、防災・災害対策、油流
出時対応、クライシスコミュニケーション等、危機管理全般に関する全国的な
動向、情報を把握している。また（社）寒地港湾技術研究センターは、情報の
秘匿のための組織・体制を整えており、これまでも北海道開発局開発建設部、
北海道の港湾管理者から保安対策に関する調査を受注している唯一の公益
法人である。以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号により、上記法人を随意契約の相手方として選定するものである。

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9112
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

橋梁検査業務（一式）
山中　憲冶
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年6月21日 112,537,000

　本業務の履行に当たっては、以下の条件を満たすことを必要とする。
　①本業務の成果は、当局の橋梁の補修等の橋梁管理計画の基礎資料とな
ることから、公平・中立的な立場からの検討が行えること。
　②積雪寒冷地の厳しい気象条件を把握し、橋梁診断及び道路維持管理に関
する幅広い専門知識及び豊富な経験を有していること。
　③橋梁管理カルテへの記載において、橋梁補修等の時期、補修計画の提案
を行うことから、行政的視点に立った検討が行えること。
　（財）北海道道路管理技術センターは、北海道における一般国道等に係る道
路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効、か
つ、適正な利用その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技術
開発、道路愛護思想の普及、道路美化事業などを行うことにより、北海道総合
開発の円滑な展開に寄与することを目的として設立された公益法人である。
　同法人は、道路管理に関する総合的な調査及び研究に取り組むとともに、国
道及び高規格幹線道路における道路巡回、道路情報の収集及び提供を行っ
ており、道路管理全般に精通している。また、既設橋梁の健全度評価に関する
検討、橋梁構造物の点検技術者の育成を行うなど、橋梁診断に関する専門的
な知識を有し、道内における橋梁点検、橋梁診断業務の実績を有するなど、
本業務の実施能力を有している唯一の法人である。
　以上のことから、会計法第29条の３第４項及び予算決算及び会計令第102条
の４第３号の規定により、同法人を随意契約の相手方として選定するものであ
る。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9113 （社）日本作業船協会
捨石投入作業支援技術検討業
務（一式）

山中　憲冶
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年7月7日 38,508,000

　本業務の履行に当たっては、以下の条件を満たすことを必要とする。
①本業務で作成する基本仕様等は、今後の港湾事業において活用することか
ら、広く技術情報を収集しシステム構成を行う必要があり、特定の技術に偏る
ことがないよう公平・中立的、かつ、非営利的な立場からの検討が求められる
こと。
②作業船による海上土木施工技術に関し、十分な知識と豊富な経験を有する
と共に、搭載機械設備の機能及び構造に精通し、その開発及び改良において
も高度な知識と技術を有していること。
③経済性・施工性・安全性などの向上を目的に公共の立場で技術の評価を行
うことから、行政的な視野に立った検討が行えること。
　（社）日本作業船協会は、作業船及びこれに関する機械設備等の技術的向
上及び開発を図り、もって国土の開発と経済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。日頃の事業を通じて作業船の改造や開発に関する
幅広い調査研究を行っていることから、これらに関する専門的知識に優れ、全
国的な動向・情報全般を把握している。本業務は、平成15～17年度の3カ年で
検討を行うもので、同法人は平成15,16年度業務においても的確に本業務を遂
行している。また、他に本業務を遂行する上で必要条件を満たしていると思わ
れる法人は見受けられない。よって、（社）日本作業船協会は、本業務の実施
能力を有している唯一の法人と考えられることから、会計法第２９条の３第４項
及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、上記法人を随意
契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9114
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

積雪寒冷地空港高質化計画調
査検討業務（一式）

山中　憲冶
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年7月12日 23,163,000

本業務の履行にあたっては、以下の条件を満たすことを必要とする。①　本業
務の調査・検討結果については、今後の空港整備事業計画及び「各種基準」
に反映されることから、公平・中立的かつ非営利的な立場からの検討が強く求
められる。②　北海道の地域特性から、積雪寒冷地における空港の諸問題を
熟知していること。さらに、その対応方策の企画立案に当たって、道内外との
比較から全国的な視野に立った技術的検討ができる専門的且つ高度な知見
を有していることが不可欠である。③　空港整備事業については、航空機の安
全運航が絶対条件となっており、特に供用中の空港の改良であることから夜
間工事や日々復旧するなど供用をしながらの工事となる。このことから空港事
業の特殊性に精通し、その施工方法についても充分検討を行える知見を有す
る必要がある。④　検討委員会の実施運営にあたり、学識経験者及び維持管
理にあたる空港管理者から意見聴取を行うことから、学識経験者や空港管理
者との人的交流に優れている必要がある。  財団法人港湾空港建設技術サー
ビスセンターは、港湾、海岸及び空港の建設・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、海岸及び空港の建設・維持管理事業のより一層円滑な執行を
図り、もって港湾整備及び空港整備の推進と我が国経済の発展に寄与するこ
とを目的として設立された公益法人である。　上記法人は、積雪寒冷地空港に
おける次世代空港除雪や融雪システムの可能性等について自主研究を進
め、その後継続的に本件に関わる調査を受託するなど適正な成果を得ており
積雪寒冷地空港が抱える問題、課題や対応策を体系的かつ総合的に熟知し
ている。　また、空港の施工技術や施工方法等に関しても施工検討調査を実
施するなど全国的な空港施設に関する専門的知識に優れ、道内外における動
向、情報全般を把握しており、空港工事においても充分な知見を有している。
また、これまでにも委員会形式により調査を多数行なうなど、学識経験者等と
の人的交流にも優れており、当局でＨ１５、１６発注の「積雪寒冷地空港高質化
計画調査業務」においても優秀な成果を収めている。　よって、本業務を遂行
する上で必要とされる条件を満たし、業務実施能力を有している唯一の法人で
ある。  以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定
するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9115 （財）河川情報センター
水文観測データ品質照査検討
業務（一式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年8月9日 38,033,000

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

その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）

9116 （財）河川環境管理財団
河川伝統工法導入の評価検討
業務（一式）

大沼　秀次
北海道開発局事業振興部防災・
技術センター
札幌市豊平区月寒東２－８

平成17年8月9日 17,245,000

  本業務の履行に当たっては、以下の条件を満たすことを必要とする。
  ①本業務は、「河川伝統工法導入の手引き（案）」を策定するものであり、そ
の内容が今後の河川整備計画策定等に反映されることから、公平・中立的か
つ非営利的な立場で履行できること。
  ②治水安全度、環境整備及び保全、維持管理等の技術的課題について総
合的に評価・検討を行うことから、河川環境の保全、整備に関する高度で幅広
い知識と豊富な経験を有していること。
  ③北海道においては、河川伝統工法の実施事例が少ないことから、河川伝
統工法の護岸・水制工に関する全国的な動向・情報全般を熟知し、技術的検
討ができる高度で専門的な知識を有していること。
  （財）河川環境管理財団は、河川環境の保全、整備及び総合的な調査研究
等並びに河川、ダム等に関する調査・試験・研究に対する助成等を行い、もっ
て国民の生活環境の向上に寄与することを目的として設立された公益法人で
ある。
  同法人は、日ごろの事業を通じ、河川整備計画、河川環境管理計画の策
定、河川の自然再生、湖沼の整備等についての調査研究を行っていることか
ら、これらに関する専門知識に優れているとともに、全国各地の河川伝統技術
の動向・情報全般を把握し、護岸・水制工の計画・設計に関する専門的知識を
総合的に評価できる優秀な研究者を有している。
  また、同法人は、平成12年度から15年度まで河川伝統工法の導入に関する
業務を実施し、「河川伝統工法導入の手引き（案）」を作成した実績を有する。
  以上のことから、本業務を遂行する上で必要条件を満たし、業務実施能力を
有している法人であり、他に本業務を遂行する上で必要条件を満たしていると
思われる法人は見受けられない。
  よって、財団法人河川環境管理財団は、本業務の実施能力を有している唯
一の法人であると考えられることから、会計法第29条の3第4項及び予算決算
及び会計令第102条の4第3号の規定により、同法人を随意契約の相手方とし
て選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
(H19年度以降

総合評価による
一般競争に移

行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）
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講ずる措置 備考

9117
（社）寒地港湾技術研究セン
ター

積雪寒冷地における重力式岸
壁の耐震設計技術検討業務（一
式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年8月30日 12,304,000

本業務の履行にあたっては、①プロジェクトの現地観測により得られた各種
データや解析内容の評価を行うために実施した「港湾構造物の耐震性調査検
討委員会（委員長：京都大学防災研究所井合進教授）」にて検討された技術的
検討項目等について十分な知識を有していること。②本業務の成果は、港湾
施設の耐震性向上及び建設費削減を目的とした重力式岸壁における合理的
な設計法を示すものであり、今後の設計基準への反映されるなど、事業実施
上重要な公的資料となることから、業務の遂行上、中立性、公平性を有するこ
と。③積雪寒冷地の港湾構造物の設計において、行政的視野に基づく総合的
な判断力、高度で幅広い専門的知識と豊富な実績を有すること。の全てを満
たしていることが不可欠である。社団法人寒地港湾技術研究センターは、積雪
寒冷地の氷風雪・波浪の制御及び利用に係わる港湾技術及びこれらに関連
する技術の調査研究に努め、積雪寒冷地において冬に強い港湾の整備を促
進し、もって我が国の港湾の発展に寄与することを目的に設立された公益法
人であり、これまでも上記委員会の運営に全て携わっておりプロジェクト成果
の検討を進める上で技術的検討項目に十分な知識を有している。また、自主
研究として「寒冷地港湾における全天候型岸壁の計画・設計法に関する研究」
等を行い、これまでも『氷海域における海岸・海洋構造物設計マニュアル』など
を発刊するなど、港湾構造物の設計において行政的視野に基づく総合的な判
断力、幅広い専門的知識と豊富な実績を有しており、本業務を遂行する上で
必要とされる条件を満たし業務実施能力を有している唯一の法人である。以
上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するもので
ある。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9118 （社）底質浄化協会
簡易型残滓回収処理技術検討
業務（一式）

大沼　秀次
北海道開発局事業振興部防災・
技術センター
札幌市豊平区月寒東２－８

平成17年8月30日 21,316,000

本業務は、浚渫土砂を利用するための処理技術基準を策定するものであり、
各種の浚渫土砂処理技術に関する①民間企業が有する秘匿性の高い技術情
報を含んだ当該法人が唯一有するデータベースの活用が不可欠であり、デー
タベースの構築に必要な②豊富な情報収集体制と特定の技術に偏らず処理
技術基準を策定する③中立性・公平性が求められる。この要件から契約の相
手方が唯一であるため、一般競争入札には適さない。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（3,502
千円、Ｈ19年
度以降総合評
価による一般
競争に移行）

公募手続きを
導入(17,814千
円)

9119
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

岩盤計測法評価検討業務（一
式）

大沼　秀次
北海道開発局事業振興部防災・
技術センター
札幌市豊平区月寒東２－８

平成17年8月30日 14,391,000

  本業務の履行に当たっては、以下の条件を満たすことを必要とする。
　①  公共事業（岩盤斜面対策）に係わる調査・計測手法を検討する業務であ
るため、特定の技術に片寄ることなく公平性・中立性をもった判断が行えるこ
と。
　②　北海道の気象・地質特性を踏まえた岩盤斜面の計測や解析に関する高
度な技術力及び業務実績を有するとともに同分野における学識経験者との人
的交流に優れていること。
　上記法人は、北海道において、道路管理全般に関する総合的な調査・研究
及び技術開発などを行うことにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与す
ることを目的として設立された公益法人である。
　（財）北海道道路管理技術センターは、急崖斜面の調査解析・データ管理手
法に関する調査・研究の実施や、「北海道における岩盤斜面対策マニュアル
（案）」の発行など、道路管理に関する行政上の課題に精通し、岩盤モニタリン
グに関する専門的な知識と高度な技術力を有している。さらに、学識経験者と
の人的交流にも優れ、平成10年度から「北海道での岩盤計測に関する調査技
術検討委員会」の運営を継続して実施するなど、当該業務の豊富な知見及び
経験を有している唯一の法人である。
以上のことから、会計法第29条の３第４項及び予算決算及び会計令第102条
の４第３号の規定により、同法人を随意契約の相手方として選定するものであ
る。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）
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9120 （財）道路保全技術センター 路面下空洞探査業務（一式）
菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年9月6日 56,327,000

 本業務の遂行に当たっては、調査収集したレーダー記録信号から異常信号を
抽出し、路面下空洞の特定及び原因の調査・検討を行うことから、極めて高度
な技術と経験を必要とし、また、探査機器等の構造を熟知するとともに、その
操作を適確に行うことができ、さらに短期間で全道260㎞の探査を適切に行う
ために必要な体制を有していることが不可欠である。
  （財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等
に関する事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道
路交通の安全と円滑化に貢献し、国民の生活の向上に寄与することを目的と
して設立された公益法人である。
  同法人は、路面下空洞探査システムを開発し、空洞内部状況調査について
の特許を有するとともに、全国の国道、都道府県道等の路面下空洞探査に多
くの実績を有し、路面下空洞の特定に必要な高度な技術、知識、豊富な経験
を有する優秀な技術者を多数擁しており、路面下空洞の特定を行いうる法人
は他にない。
  よって、財団法人道路保全技術センターは、本業務の実施能力を有している
唯一の法人であることから、会計法第29条の３第４項及び予算決算及び会計
令第102条の４第３号の規定により、同法人を随意契約の相手方として選定す
るものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に
移行するため
の準備に時間
を要するもの
（平成１９年
度以降企画競
争を実施）

9121 （財）国土技術研究センター
機械設備工事諸経費動向調査
検討業務（一式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年9月6日 26,565,000

本業務の遂行にあたっては、調査・検討の結果が積算基準の諸経費率の設
定の根拠となることから、公平性・機密保持の必要性はもとより、積算に必要
な間接製作費、共通仮設費、現場管理費、据付間接費、設計技術費、一般管
理費等の解析・検討等に関する豊富な経験と専門知識、及び迅速・正確な対
応が必要である。
　　本業務の履行にあたっては、以下の条件を満たすことを必要とする。
    ①　諸経費率設定は、設計・積算に反映されることから、公平・中立的かつ
非営利的立場からの調査検討が求められる。
    ②　土木機械設備の製作工場は全国各地に存在していることから、広範囲
な調査・情報の収集が可能であること。
    ③　積算基準に利用される数値であることから、調査検討には正確性・確
実性が必要であり、
    　調査内容の解析・検討等に関する豊富な経験と専門知識が求められる。
　（財）国土技術研究センターは、「わが国における建設技術発展の支柱とな
り、国と社会が要請する新しい建設技術に関する研究開発を総合的、かつ、効
果的に行うとともに、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術
水準の向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与すること」を目的とした法人
である。
　当該財団法人は、公共請負土木工事の積算に関する検討及び本業務と類
似する諸経費動向調査業務を継続実施しており、当該調査検討に関する専門
的な知識を有し、中立的な検討・審議を行う体制が整備されているのは同法
人しかない。
　よって（財）国土技術研究センターは、本業務の実施能力を有している唯一
の法人であることから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令１
０２条の４第３号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定する
ものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争等に
移行すること
としたもの

公募手続きを
導入

9122 （社）日本建設機械化協会
多機能型災害対策車の開発に
関する検討業務（一式）

大沼　秀次
北海道開発局事業振興部防災・
技術センター
札幌市豊平区月寒東２－８

平成17年9月13日 7,822,500

本業務の履行に当たっては、以下の条件を満たすことを必要とする。
 ①　新たに開発・導入する災害対策用機械の仕様の作成を行うことから、公
平・中立的かつ非営利的立場からの検討が求められること。
 ②　災害対策用機械の開発及び運用に関する高度で幅広い専門知識と豊富
な経験を有して　いること。
 ③　災害対策用機械の実用性の評価や基本仕様の作成を行うに当たり、経
済性・施工性・安全性などの向上を目的に公益性の視点から技術の検討及び
評価が行えること。
　　上記法人は、建設事業の機械化を推進し、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。
　　同法人は、災害対策機械を含む建設機械の調査研究、開発改良及び仕様
の作成に関する業務を行っており、これらに関する専門的知識に優れ、全国
的な動向、情報全般を把握していることから、本業務を遂行する上で必要とさ
れる条件を満たしている。
　　また、他に本業務を遂行する上で必要条件を満たしていると思われる法人
は見受けられない。
    なお、本業務は平成１６年度から３か年の予定で検討を行っており、本年度
は土のう造　成機能及び防災資機材運搬機能ユニットの基本仕様の作成、導
入効果等の検討を行うもの　であり、同法人は過年度の業務において適切な
検討及び成果の取りまとめを行っている。
　　よって、社団法人日本建設機械化協会は本業務の実施能力を有する唯一
の法人であると考えられることから、会計法第29条の３第４項及び予算決算及
び会計令第102条の４第３号の規定により、同法人を随意契約の相手方として
選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（18年度から
企画競争に移
行）
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量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9123 （社）日本建設機械化協会
多機能型ロータリ除雪車調査検
討業務（一式）

大沼　秀次
北海道開発局事業振興部防災・
技術センター
札幌市豊平区月寒東２－８

平成17年9月13日 7,875,000

本業務の履行に当たっては、下記の条件を満たすことを必要とする。
  ①　開発機械は、道路事業での活用を前提としており、製作会社等が限定さ
れるような特定の技術に偏ることがないよう公平、中立な客観的評価が求めら
れること。
  ②　除雪機械の開発に関する高度で幅広い専門知識と豊富な経験を有して
いること。
  ③　開発機械の実用性の評価や実機仕様の作成を行う上で、コスト縮減・環
境・安全に配慮するなどの行政的視野に立った検討が行えること。
  　（社）日本建設機械化協会は、建設事業の機械化を推進し、もって国土開
発と経済発展に寄与すること　を目的として設立された公益法人である。日ご
ろの事業を通じ除雪機械を含む建設機械に関する幅広い調査・研究及び試験
を行っていることから、これらに関する専門的知識　に優れ、全国的な動向、
情報全般を把握している。
　　本業務は、平成15～17年度の３か年で検討を行うものであり、本年度は過
去２年間で検討し試作した開発機械について、実用性の評価及び実機仕様の
作成を行うこととしている。実施に当たっては、過年度の開発機械の経緯を十
分踏まえた上での適切な調査検討及び成果の取りまとめが求められるところ、
同法人は平成15・16年度業務において、的確に本業務を遂行した実績を有す
る。
　　また、他に本業務を遂行する上で必要条件を満たしていると思われる法人
は見受けられない。
　　よって、社団法人日本建設機械化協会は、本業務の実施能力を有している
唯一の法人であると考えられることから、会計法第29条の３第４項及び予算決
算及び会計令第102条の４第３号の規定により、同法人を随意契約の相手方
として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（18年度から
企画競争に移
行）

9124
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

河川防災及び河川管理技術検
討業務（一式）

大沼　秀次
北海道開発局事業振興部防災・
技術センター
札幌市豊平区月寒東２－８

平成17年9月13日 4,498,000

　本業務の履行に当たっては、以下の条件を満たすことを必要とする。
　①流域内の社会的特性・習慣や自治体等による地域計画を踏まえ、河川防
災及び河川管理等の課題を総合的に検討し、行政的な視野に基づいた施策
を立案することから、公平・中立的かつ非営利的な立場からの検討を行えるこ
と。
　②北海道の河川が抱える防災上の課題について検討することから、北海道
特有の地理的、気候的及び社会的要因による河川特性を熟知していること。
　③近年の豪雨災害などの課題に対応するために、洪水流出特性に精通し、
流出解析手法について高度な知識を有していること。　（財）北海道河川防災
研究センターは、北海道における河川防災に係る国土の保全と利用に関する
総合的な調査研究及び技術開発を行い、その成果を活用した技術情報の提
供、広報、研修等を通じて、事業の効率的な推進及び施設の適正な管理に資
することにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与することを目的に設立さ
れた公益法人である。
　同法人は、日ごろの事業を通じ、北海道における河川事業に関する総合的
な調査研究を行っていることから、北海道の河川特性に関する専門的知識に
優れ河川行政にも精通しており、今後の河川防災及び河川管理について高度
な知識での検討が可能である。
　また、同法人は、過去の洪水結果から流出特性を把握し、流出解析手法に
関する調査研究及び開発を行うとともに、防災エキスパートの事務局を担当し
ているなど、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし、業務実施能力
を有している法人であり、他に本業務を遂行する上で必要条件を満たしている
と思われる法人は見受けられない。
　よって、財団法人北海道河川防災研究センターは、本業務の実施能力を有
している唯一の法人であると考えられることから、会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定により、同法人を随意契約の相
手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（18年度から
企画競争に移
行）
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9125
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

道路維持管理高度化検討業務
（一式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年9月20日 99,719,000

本業務の履行にあたっては、以下の条件を満たすことを必要とする。
① 道路維持管理の効率化・高度化を図るため、道路管理者自らが利用する
基幹システムの改良や関連システムの整備等を行うものであり、今後の行政
上の施策の決定に大きく関わるものであることから、非営利的立場からの調査
研究的な検討が求められること
② システムの仕様確定等重要な行政決定に関わることから、公平・中立的な
立場からの検討が求められること。
③ 北海道の地域特性を熟知し、道路維持管理に関する高い技術力と、道路
維持管理の実態についての幅広い知識を有し、特に、冬道の道路管理に精通
していること
財団法人北海道道路管理技術センターは、北海道における一般国道等に係
る道路施設の合理的な維持修繕、高度な道路情報の提供、道路空間の有効
かつ適正な利用、その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技
術開発、道路愛護思想の普及、道路美化事業などを行うことにより、北海道総
合開発の円滑な展開に寄与することを目的として設立された公益法人である。
同法人は、道路管理全般に関する総合的な調査・研究及び技術開発を事業と
して行い、北海道内において国道及び高規格幹線道路における道路巡回、道
路情報の収集及び提供を行うなど、道路管理全般に精通している。このため、
道路管理者が自ら運用に係わる基幹システムに関する幅広い知識と専門的
な技術力を有しており、本業務を遂行できる法人は財団法人北海道道路管理
技術センター以外には見受けられない。このことから、本業務を遂行する上で
必要とされる条件を満たし、業務実施能力を有している唯一の法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するものである。

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

9126 （財）道路新産業開発機構
道路交通情報通信システム更
新検討業務（一式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年9月22日 50,872,500

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

その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）

9127
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

空港請負工事積算基準基礎調
査検討等業務（一式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年9月22日 7,430,000

本業務の実施にあたっては、以下の要件を満たしていることが必要である。
①調査解析の結果は、歩掛改訂に直接関わること、また、運用資料等には積
算価格の決定根拠となる事項などが含まれていることから、公平・中立的かつ
非営利的立場からの検討が求められる。　②本業務は、全国歩掛実態調査に
より解析を行う業務であり、解析結果が工事積算価格に大きな影響を及ぼす
ため、空港工事の特殊性である夜間工事や日々復旧するための施工方法、
建設のプロセス等に精通し、積算歩掛等を十分理解し検討を行える知見を有
する必要がある。　③運用資料及び北海道開発局空港工事仕様書の見直し
に際しては、積雪寒冷地空港特有の記述もあることから、積雪寒冷地の空港
工事にも精通している必要がある。財団法人港湾空港建設技術サービスセン
ターは、港湾、海岸及び空港の建設・維持管理事業の発注及び施工に係わる
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、海岸及び空港の建設・維持管理事業のより一層円滑な執行を図り、もっ
て港湾整備及び空港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
して設立された全国規模の公益法人である。上記法人は、全国の各機関より
実態調査及び歩掛の検討業務を受託し、『空港請負工事積算基準』について
施工技術の変化などに対応した施工歩掛の見直しの検討、さらには、暫定歩
掛として基準化された工種についての検証及び本基準化への検討などを行っ
ている。また、積雪寒冷地空港についても多くの調査業務実績を有するなど空
港整備に関する専門的知識に優れており、本業務を遂行する上で必要とされ
る条件を満たし、業務実施能力を有している唯一の法人である。以上のことか
ら、本業務について会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号により財団法人港湾空港建設技術サービスセンターを随意契約
の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

公募手続きを
導入
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9128
（社）日本マリーナ・ビーチ協
会

北海道における放置艇対策検
討調査（一式）

大場　敬
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年9月22日 4,200,000

本業務の履行にあたっては、以下の条件を満たすことを必要とする。①本業務
の成果は、北海道港湾の今後の放置艇解消に向けた施策の提案となり事業
計画策定に資することから、公平・中立的かつ非営利的な立場であること　②
プレジャーボート等の海洋性レクリエーションの活動実態など海洋性レクリ
エーションに関する総合的な知識を有すること　③プレジャーボートの放置艇
問題はじめ、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　④本業務の目的を達成するために平成16年度行った業務と、継
続性、整合性を確保できること。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、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、マリーナ及びマリーナ事業並びにビーチ
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に設立された公益法人であり、マリーナ及びビーチに
関して専門的に調査・研究を実施することができる唯一の公益法人である。
同協会は、「平成11年度　全国マリーナ整備方針及び放置艇収容方策推進検
討調査（国土交通省港湾局）」や「平成15年度　適正な水域管理に関する放置
艇収容施設整備促進方策調査（国土交通省港湾局）」をはじめ、プレジャー
ボートの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
況に関する調査・研究について、全国の港湾管理者やマリーナ事業者等から
調査を多数受託しており、放置艇対策やプレジャーボート、マリーナ等の利用
振興に係る港湾行政について幅広い知見と専門知識を有している公益法人で
ある。また、国や港湾、河川など各水域だけでなく、民間事業者からプレジャー
ボートに係る調査・設計等を幅広く受注していることから、それらの知見に基づ
き総合的に調査・研究を実施することができる唯一の機関である。　加えて、
平成16年度には本業務の目的のうち、北海道内の放置艇を取り巻く現状や放
置艇対策の取り組み状況等の調査実施しており、業務の継続性、整合性を勘
案すると、同協会の他に適切な法人は存在しない。このことから、本業務を遂
行する上で必要とされる条件及び業務実施能力を有しているのは、上記法人
のみであることから、会計法第29条の３第４項及び予算決算及び会計令第102
条の４第３号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するもの
である。

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

9129 （財）国土技術研究センター
北海道地方土木地質に関する
技術検討業務（一式）

大沼　秀次
北海道開発局事業振興部防災・
技術センター
札幌市豊平区月寒東２－８

平成17年9月27日 15,330,000

　本業務の履行に当たっては、以下の条件を満たすことを必要とする。
①本業務は、今後の広範囲な建設行政、防災計画に反映されることから、公
平・中立的かつ非営利的な立場で履行できること。　　　②単一の専門分野に
限定されない多領域な課題に対して、総合的に検討を行うことから、治水計画
や道路事業の設計・管理など、社会基盤整備全般に関する高度で幅広い知識
と、豊富な経験を有していること。
③「北海道地方土木地質図編纂委員会」の企画運営に関し、関係各省庁・機
関の施策についても広く認識しているとともに、学識経験者との協力等のノウ
ハウと実績を有すること。
　（財）国土技術研究センターは、わが国における建設技術発展の支柱とな
り、国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合的、かつ、効
果的に行うとともに、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術
の向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与することを目的として設立された
公益法人である。
　同法人は、日頃の事業を通じ、河川、ダム・水資源、海岸に関係する計画や
河川砂防技術基準、河川管理施設構造令等の各種基準の作成に関する調査
研究、広域的な交通体系整備計画に関する調査研究をはじめ、事業の整備効
果分析、環境対策、道路事業の設計・管理など、広範囲に亘る課題について
調査研究を行っていることから、社会基盤整備全般に関する高度で幅広い知
識と、豊富な経験を有している。
　また、同法人は、各地方整備局地質図編纂委員会運営や、技術指針策定の
実績から関係有識者との協力等のノウハウと実績を有しており、当該法人の
他に本業務を遂行できる法人は見受けられない。
　このことから、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし、業務実施
能力を有している唯一の法人である。
　よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号
の規定により、同法人を随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争等に
移行すること
としたもの

公募手続きを
導入
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9130
（財）日本建設情報総合セン
ター

公共事業情報共有システム支
援検討業務（一式）

大沼　秀次
北海道開発局事業振興部防災・
技術センター
札幌市豊平区月寒東２－８

平成17年9月27日 2,289,000

　本業務の履行に当たっては、以下の条件を満たすことを必要とする。
　①国土交通省におけるCALS/ECアクションプログラムの一環として、民間
サーバーを活用した情報共有に関する標準仕様の検討を行うことから、公平、
中立的かつ行政的視野に立った検討が可能なこと。
　②CALS/ECや設計図面等の電子化に関する知識など情報共有に関連する
高度な技術と専門知識を有していること。
　③国土交通省としての統一した行動計画に沿い検討を行うものであることか
ら、全国的な情報の収集及び分析が可能であること。
　（財）日本建設情報総合センターは、建設事業の円滑な執行に資する情報シ
ステムの調査研究を行い、これを広く普及するとともに、建設情報の提供を行
うことにより、建設技術の向上、建設事業の効率化、国土の安全かつ有効利
用の促進を図り、もって国民生活の高度化及び経済の活性化に資することを
目的として設立された公益法人である。
　同法人は、日頃の事業を通じ、CALS/ECを推進する上で基本となるシステム
の開発及び改良並びに基準類の策定及び改訂に係る調査研究を行っている
ことから、CALS/EC、情報共有システム及び技術基準に関する専門的知識に
優れており、情報共有について高度で専門的な知識での検討が可能である。
　また、同法人は、CALS/ECの地方展開に向けた普及活動も行っており、全
国的な広い視野に立った情報の収集及び分析が可能であることから、本業務
を遂行できる法人は他に見受けられない。
　このことから、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし、業務実施
能力を有している唯一の法人である。よって、会計法第29条の3第4項及び予
算決算及び会計令第102条の4第3号の規定により、同法人を随意契約の相手
方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争等に
移行すること
としたもの

公募手続きを
導入

9131 （財）河川環境管理財団
ダイオキシン類調査における精
度管理業務（一式）

大沼　秀次
北海道開発局事業振興部防災・
技術センター
札幌市豊平区月寒東２－８

平成17年9月27日 7,140,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

9132 （財）国土技術研究センター
道路景観形成に関する啓発活
動方策検討業務（一式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年10月6日 3,549,000

本業務を遂行するにあたっては、次の要件を満たすことが必要である。
① 道路の機能や役割といった道路自体の知識に加え、景観面やまちづくりに
関する高度な知識と豊富な経験を有していること。
② 国内の法制度や事業制度等の行政的な知見を有するとともに、多様な景
観への対応と景観を考える上で必要となる基礎的情報として、道内外におけ
る良好な道路景観の事例を幅広く把握していること。
③ 景観や啓発活動等について学識経験者等からの意見や助言の聴取を行う
ことから、学識経験者等との信頼関係に基づく人的交流及びその調整能力に
優れている組織であること。
④ 本業務は、住民、行政及び民間等様々な立場にある人々への啓発活動及
び情報発信の方策を検討するものであり、中立的かつ公平な立場からの検討
が求められること。
財団法人国土技術研究センターは、わが国における建設技術発展の支柱とな
り、国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合的かつ効果
的に行うとともに、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術の
向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与することを目的として設立された公
益法人である。同法人は、過年度において、｢日本の道と街並みの景観に関す
る検討｣、｢景観に配慮した防護柵に関する検討｣、｢道路景観に関する広報計
画検討｣等の景観並びに広報活動に関する業務を多数実施している。さらに
国土交通省による「美しい国づくり政策大綱」の制定を背景に、道と街並みの
あり方の検討を目的として、景観に関する学識経験者により設立された、「道と
景観の会」の事務局として、道路景観に関しての検討及び啓発活動等様々な
取り組みをおこなっている。また、学識経験者等との調整や人的交流を行い信
頼関係を構築している。
以上のことから、同法人は、道路景観形成に関する啓発活動方策検討におい
て総合的かつ客観的判断に必要な知識・知見・実績を有し、学識経験者との
対応等、円滑かつ的確に本業務を遂行できる唯一の法人と考えられることか
ら、会計法第２９条の３第４項並びに予決令第１０２条の４第３号の規定に基づ
き、随意契約を行うものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争等に
移行すること
としたもの

公募手続きを
導入
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9133
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

ダム管理技術検討業務（一式）
菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年10月18日 50,095,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

9134
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

交通安全対策に関する情報検
討業務（一式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年10月27日 10,992,000

本業務は、道路管理者、交通管理者及び学識経験者等との連携を図りなが
ら、交通事故分析や委員会の運営を必要とすることから①冬期を含めた北海
道の国道の維持・管理に関する基本的な知識を有するとともに、北海道にお
ける交通事故対策に関する行政的知見を含めた専門的な知識を有すること、
②交通事故分析と交通事故分析にかかる個人情報の取扱について、必要な
知識・能力を有すること、③協力が不可欠な北海道警察との情報連絡に関す
る機密の保持が図れること、④学識経験者との調整能力と委員会運営の実績
を有していること等を満たすことが必要である。
財団法人北海道道路管理技術センターは、北海道における一般国道等に係
る道路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効
かつ適正な利用その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技術
開発などを行うことにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与することを目
的として設立された公益法人である。
同法人は、①北海道の国道の管理等に関する総合的な調査、研究に関する
実績を有し、北海道における交通事故の要因や地域的特性に熟知しているこ
と、②公益法人である行政的な見地からの広い視野と高い公平性・中立性を
有しており、交通事故データの分析などについても多くの経験を有しているこ
と、③道路管理に関する講演会、シンポジウムの実施など広報活動について
も多くの実績・経験を有し、本業務の実施に不可欠な各種行政及び学識経験
者の委員会の運営実績も豊富で、情報収集能力にも優れていることから、本
業務を遂行できる法人は財団法人北海道道路管理技術センター以外に見受
けられない。このことから、本業務に必要な条件を満たしている唯一の法人で
ある。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
（19年度以降、
総合評価による
一般競争に移

行）

9135
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

港湾ＣＡＬＳ運用支援業務（一
式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年11月1日 13,973,000

本業務の遂行にあたっては、全国的に推進されている港湾ＣＡＬＳの取り組み
の中で進める必要があり、全国で運用しているシステムの各種情報と共有・連
携する必要があるため、既存のシステムの活用が不可欠である。さらに、シス
テムの運用及び改良作業を的確に実施でき、万一障害が発生しても迅速な復
旧を図り影響を 小限にとどめるために、帳票管理システムの仕様や運用形
態を把握していること並びに港湾ＣＡＬＳについての専門的情報を熟知してい
ることが必要とされる。（財）港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾、海
岸及び空港の建設・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、海岸及び空
港の建設・維持管理事業のより一層円滑な執行を図り、もって港湾整備及び
空港整備の推進と我が国経済の発展に寄与することを目的に設立された公益
法人であり、本システムの基本となる「帳票管理システム」の著作権を持ち、港
湾・空港ＣＡＬＳに関する業務を実施するとともに、工事帳票管理システムの開
発から運用まで一貫して実施しており、システム仕様に熟知しているほか、港
湾工事の発注及び施工に関し豊富な技術的知識を有しており、本業務を遂行
する上で必要とされる条件を満たし、業務遂行能力を有している唯一の法人で
ある。以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定す
るものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行した
もの（19年度
から公募方式
に移行）

公募手続きを
導入
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9136
（株）アルファ水工コンサルタ
ンツ

全道沿岸イカ釣り外来漁船利用
動向調査業務（一式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年11月8日 18,559,000

本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たしていることを必要とする。①
本業務は、港湾及び漁港の外郭施設の計画・調査設計に関するガイドライン
を作成するものであり、そのガイドラインを活用し外郭施設の整備を行っていく
ことから、その内容が特定の企業が保有する技術に対して有利又は不利とな
らないように公平・中立的かつ非営利的立場での検討が可能であること。②本
業務では、外郭施設の効果を客観的かつ的確に把握する必要があることか
ら、北海道周辺海域の波浪特性に熟知するとともに、積雪寒冷地における氷
風雪・波浪の制御や利用に係る港湾技術に関する幅広い専門的知識及び応
用能力の他、高度な知識を有していること。③ガイドライン作成に当っては、港
湾技術者の技術資料として利用することから、行政的視野に立った立案が必
要であり、委員会により有識者からの助言を得ながら検討を行うことから有識
者との協力等のノウハウと実績を有すること。社団法人寒地港湾技術研究セ
ンターは、積雪寒冷地の氷風雪・波浪の制御及び利用に係る港湾技術及びこ
れらに関連する技術の調査研究に努め、積雪寒冷地において冬に強い港湾
の整備を促進し、もって我が国の港湾の発展に寄与することを目的に設立さ
れた公益法人であり、北海道の港湾や同様の機能を有する漁港の技術力向
上に寄与し、氷風雪技術の調査、研究を数多く行っている。同法人は、寒地港
湾技術及びこれに係る港湾・漁港整備の調査研究並びにこれらの受託、寒冷
地の港湾・漁港に関する資料の収集及び出版物の刊行、寒冷地における港
湾・漁港の整備に関し関係官公庁等への意見の具申、講演会、講習会及びシ
ンポジウムの開催を行うとともに、自主研究である「積雪寒冷地における港湾・
漁港の施設づくりに関する調査研究」を行っており、本業務の遂行に十分応え
られる提案、検討能力を有している。また、本業務を遂行できる法人は社団法
人寒地港湾技術研究センター以外には見受けられない。したがって、上記法
人は本業務を遂行する上で必要とされる条件及び業務実施能力を満たしてい
る唯一の公益法人である。以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号により、上記法人を随意契約の相手方として選定す
るものである。

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

9137
（社）寒地港湾技術研究セン
ター

小型船を対象とした外郭施設計
画調査ガイドライン検討業務（一
式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年11月10日 10,080,000

本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たしていることを必要とする。①
本業務は、港湾及び漁港の外郭施設の計画・調査設計に関するガイドライン
を作成するものであり、そのガイドラインを活用し外郭施設の整備を行っていく
ことから、その内容が特定の企業が保有する技術に対して有利又は不利とな
らないように公平・中立的かつ非営利的立場での検討が可能であること。②本
業務では、外郭施設の効果を客観的かつ的確に把握する必要があることか
ら、北海道周辺海域の波浪特性に熟知するとともに、積雪寒冷地における氷
風雪・波浪の制御や利用に係る港湾技術に関する幅広い専門的知識及び応
用能力の他、高度な知識を有していること。③ガイドライン作成に当っては、港
湾技術者の技術資料として利用することから、行政的視野に立った立案が必
要であり、委員会により有識者からの助言を得ながら検討を行うことから有識
者との協力等のノウハウと実績を有すること。社団法人寒地港湾技術研究セ
ンターは、積雪寒冷地の氷風雪・波浪の制御及び利用に係る港湾技術及びこ
れらに関連する技術の調査研究に努め、積雪寒冷地において冬に強い港湾
の整備を促進し、もって我が国の港湾の発展に寄与することを目的に設立さ
れた公益法人であり、北海道の港湾や同様の機能を有する漁港の技術力向
上に寄与し、氷風雪技術の調査、研究を数多く行っている。同法人は、寒地港
湾技術及びこれに係る港湾・漁港整備の調査研究並びにこれらの受託、寒冷
地の港湾・漁港に関する資料の収集及び出版物の刊行、寒冷地における港
湾・漁港の整備に関し関係官公庁等への意見の具申、講演会、講習会及びシ
ンポジウムの開催を行うとともに、自主研究である「積雪寒冷地における港湾・
漁港の施設づくりに関する調査研究」を行っており、本業務の遂行に十分応え
られる提案、検討能力を有している。また、本業務を遂行できる法人は社団法
人寒地港湾技術研究センター以外には見受けられない。したがって、上記法
人は本業務を遂行する上で必要とされる条件及び業務実施能力を満たしてい
る唯一の公益法人である。以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号により、上記法人を随意契約の相手方として選定す
るものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所
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契約を締結した日

契約金額
（円）
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9138
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

効率的な冬期道路管理に向け
た方策調査検討業務（一式）

大沼　秀次
北海道開発局事業振興部防災・
技術センター
札幌市豊平区月寒東２－８

平成17年11月15日 12,461,000

本業務の履行にあたっては、下記の条件を満たすことを必要とする。
①　本業務は、今後の道路行政に資する冬期道路管理方策の検討を行うもの
であり、特定の者に有利、不利とならないよう公平・中立的かつ非営利的な立
場からの検討が行えること。
②　積雪寒冷地域における除雪、路面管理作業の運用実態を把握し、近年の
社会・経済動向や利用者ニーズに関する幅広い知識と専門的な知識を有して
いること。
③　北海道開発局の道路維持、除雪機械に関する全般的な稼働状況、運行
記録に関する豊富な知識と豊富な経験を持っていること。
（財）北海道道路管理技術センターは、北海道における一般国道等に係る道
路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効かつ
適正な利用その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技術開
発、道路愛護思想の普及、道路美化事業を推進することにより、北海道総合
開発の円滑な展開に寄与することを目的に設立された公益法人である。
　日頃の事業を通じ、道路の維持管理に関する総合的な調査研究及び技術開
発を行い、道路管理に関するデータベースの構築や道路情報の収集・提供、
近年の冬みち対策に関する「道路管理技術委員会」の事務局運営を行ってい
ることから、これらに関する専門的知識に優れ、情報全般を把握している。
本業務は、平成16、17年度の２か年で検討を行うものであり、同法人は昨年度
業務において、的確に本業務を遂行した実績を有する。
また、他に本業務を遂行する上で必要条件を満たしていると思われる法人は
見受けられない。
よって、財団法人北海道道路管理技術センターは、本業務の実施能力を有し
ている唯一の法人であると考えられることから、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、同法人を随意契約の
相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（18年度から
企画競争に移
行）

9139 （財）河川環境管理財団
河川環境調査手法検討業務（一
式）

大沼　秀次
北海道開発局事業振興部防災・
技術センター
札幌市豊平区月寒東２－８

平成17年11月29日 3,979,500

本業務の実施に当たっては、北海道の河川における豊富な調査の実績、ノウ
ハウを有し、河川の形態・特性、気象状況等に精通しており、また、北海道の
河川における河川環境管理計画についての豊富な検討実績を有し、様々な
データ等の蓄積を有していることが必要である。
さらに、業務の成果が、行政の基本的な方向性につながることから、特定の利
害によらない公益法人による公平中立的な立場での業務遂行が必要である。
さらに、常設の研究会等を通じた広範にわたる学識者、専門家のネットワーク
を有し、豊富な情報収集能力を有していることが必要である。従って当該業務
の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
(H19年度以降
企画競争を実

施）

9140 （社）日本建設機械化協会
道路維持及び除雪機械技術動
向調査検討業務（一式）

大沼　秀次
北海道開発局事業振興部防災・
技術センター
札幌市豊平区月寒東２－８

平成17年11月29日 5,460,000

本業務の履行に当たっては、下記の条件を満たすことを必要とする。
  ①　今後の技術開発方針の策定に大きな影響を及ぼすことから、特定の技
術に偏ることがないよう公平、中立的かつ非営利的立場から評価ができるこ
と。
  ②　建設機械の開発に関する高度で幅広い専門的知識と豊富な経験を有し
ていること。
  ③　開発機械の効率的な配置方針及び導入効果について検討することか
ら、施工方法や　機械経費に関する高度で幅広い専門的知識と豊富な経験を
有していること。
  　（社）日本建設機械化協会は、建設事業の機械化を推進し、もって国土開
発と経済発展に寄与することを目的として設立された公益法人である。
  　同法人は、道路維持及び除雪機械を含む建設機械に関する幅広い調査・
研究及び試験を行うとともに、除雪機械技術講習会、請負工事機械経費積算
に関する講習会を開催するなど、建設機械の開発、施工方法及び機械経費積
算に関する高度で幅広い専門的知識と豊富な経験を有している。
  　また、他に本業務を遂行する上で必要条件を満たしていると思われる法人
は見受けられない。
  　よって、社団法人日本建設機械化協会は、本業務の実施能力を有している
唯一の法人であると考えられることから、会計法第29条の３第４項及び予算決
算及び会計令第102条の４第３号の規定により、同法人を随意契約の相手方
として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（18年度から
企画競争に移
行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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9141 （社）公共建築協会
平成１７年度管内営繕工事監理
支援手法の検討業務（一式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年12月9日 8,925,000

本業務の履行にあたっては、以下の条件を満たすことを必要とする。
①官庁営繕工事の公共建築工事標準仕様書、及び工事監理指針をふまえた
工事監理支援手法の提案が出来る技術力・経験を有していること。
②官庁営繕工事に関する工事監理・監督業務に精通していること。
③民間工事の監理情報の調査、効率的工事監理のあり方や提出書類の標準
化・電子化の提案を行うため、特定の利害関係者の影響を受けない公平・中
立的立場から調査、調整する能力を有していること。
　社団法人公共建築協会は、国の機関、地方公共団体又は政府関係機関若
しくはこれに準ずる機関の建築、修繕及び模様替え並びにその付帯施設の建
設に関する諸般の調査、研究等を行うことにより公共建築物等の建築等の事
業の合理化と能率化に寄与するとともに、公共建築物の建築等に携わる技術
者の技術水準及び地位の向上を図ることを目的として設立された法人である。
  同法人は、官庁営繕工事の工事監理業務等に精通し、公平・中立的立場で
関係省庁及び関係業界団体との協議、調整の経験を有し、また、官庁営繕部
制定の公共建築工事標準仕様書及び、工事監理指針、建築工事安全施工技
術指針・同解説等の編集、発行を行うなど、当該検討業務に関する専門的知
識を有しており、本業務を遂行できる法人は、社団法人公共建築協会以外に
見受けられない。
　よって、同法人は、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし業務実
施能力を有している唯一の法人である。
　 以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算会計令第１０２条
の４第３号の規定により、 上記法人を随意契約の相手方として選定するもの
である。

見直しの余地が
あるもの

(１８年度以降
において当該
事務・事業の
委託等を行わ
ないものとし
たもの)

9142 （財）建築保全センター 施設管理手法検討業務（一式）
菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年12月9日 9,030,000

　本業務の履行にあたっては以下の条件を満たすことを必要とする。
  ①官庁施設の管理マニュアルである「建築物保全の手引き」、施設点検方法
及び留意事項をまとめた「建築物点検マニュアル・同解説」、施設管理の経済
性を評価する「建築物のライフサイクルコスト」を踏まえ、施設評価手法をとり
まとめる技術力・経験を有していること。
　②施設管理者からの維持管理費等に係るデーターを分析し、施設管理が適
正に行われているかを評価する手法の検討を行うことから、官庁施設の維持
管理・保全実態について専門的かつ高度な知見を有し、「保全業務支援システ
ム」について精通していること。
　③ 適正な保全指導を行うための施設評価の指針を作成するため、特定の利
害関係者の影響を受けない公平・中立的な立場であること。
  財団法人建築保全センターは、国、地方公共団体等の建築物の保全に関す
る総合的な調査研究及び技術開発を行うことにより、地球環境の保護、官庁
施設等のストックの有効利用等社会的要請に対応した建築物等の適正な保
全の方法を確立し、その成果を広く国民に普及し、もって国民生活環境の向上
並びに国家経済の発展に寄与することを目的として設立された法人である。
  同法人は、「建築物保全の手引き」、「建築物点検マニュアル・同解説」、「建
築物のライフサイクルコスト」を取りまとめた実績を有し、また、平成17年度に
は、官庁施設の「保全業務支援システム」を開発・運用しており、本業務を遂行
できる法人は財団法人建築保全センター以外に見受けられない。
　よって、同法人は、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし業務実
施能力を有している唯一の法人である。
  以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するもの
である。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の

「公募手続きを
導入」



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
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9143 （社）公共建築協会
外断熱建物の性能評価に関す
る調査・検討業務（一式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年12月9日 17,220,000

本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たすことを必要とする。
①　外断熱を施した官庁施設の運用に関する指針を作成することから、官庁
施設に関する基準・指針等の策定に係る能力に優れていること
②　外断熱建物及び環境負荷低減技術全般に亘り専門的かつ高度な知識を
有すること
③　官庁施設の外断熱建物の設計・施工に直接関わるものであることから、建
築材料・設備機材等の調査に際しては、特定の利害関係者の影響を受けない
公平・中立的な立場からの検討が求められること
社団法人公共建築協会は、国の機関、地方公共団体又は政府関係機関若し
くはこれに準ずる機関の建築物の建築、修繕及び模様替並びにその附帯施
設の建設に関する諸般の調査、研究等を行うことにより公共建築物の建築等
の事業の合理化と能率化に寄与するとともに、公共建築物の建築等に携わる
技術者の技術水準及び地位の向上を図ることを目的として設立された法人で
ある。
同法人は、官庁営繕部が制定した「官庁施設の基本的性能基準」及び「官庁
施設の基本的性能に関する技術基準」に従う形式に外断熱性能基準をまとめ
あげた業務実績があり、官庁施設に関する基準・指針類の策定に係る能力及
び外断熱技術を含む環境負荷低減技術に関する専門的かつ高度な知識を有
している。また、営繕工事に使用する建築材料・設備機材等が、標準仕様書に
規定する品質や性能を満たしていることを評価する「建築材料・設備機材等品
質性能評価事業」を唯一実施しており、本業務を遂行できる法人は社団法人
公共建築協会以外に見受けられない。
よって、同法人は、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし、業務実
施能力を有している唯一の法人である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するもの
である。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の

「公募手続きを
導入」

9144
（社）寒地港湾技術研究セン
ター

北海道港湾の賑わい空間形成
方策検討調査業務（一式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年12月13日 14,700,000

本業務の履行にあたっては、以下の条件を満たすことを必要とする。①本業務
の成果は、北海道港湾の今後の賑わい空間を形成するための国有港湾施設
等の活用方策、港湾施設整備に係る事業計画策定の提案となることから特定
の利害関係者の影響を受けない公平・中立的かつ非営利的な立場であること
②積雪寒冷地の港湾施設整備に精通しているとともにその利用特性などに豊
富な知見を有するのみならず、国有港湾施設の利用上の規制などの港湾行
政に関する専門的かつ幅広い知見を有していること　③みなとまちづくりとして
の港湾施設の活用策については、道内の地方自治体、ＮＰＯ及び港湾利用者
等などから情報収集を行うため、幅広い人的な情報ネットワーク及び港湾施設
整備の事業計画策定に豊富な知識と経験を有していること。社団法人寒地港
湾技術センターは、積雪寒冷地の氷風雪・波浪の制御及び利用に係る港湾技
術、及びこれに関連する技術の調査研究に努め、積雪寒冷地において冬に強
い港湾の整備を促進し、もって我が国の港湾の発展に寄与することを目的とし
て設立された公益法人である。同法人は、積雪寒地港湾技術及びこれに係る
港湾整備の調査研究から北海道の港湾に係る利用特性及び整備方策に関す
る専門的知識を有している。また、平成１６年度には「みなとまちづくり推進検
討調査業務」など地域住民等が参加しての港湾を核としたまちづくりに関する
港湾施設整備の提案に豊富な業務実績を有するほか、自主研究として「積雪
寒冷地における港湾・漁港の施設づくりに関する調査研究」など積雪寒冷地下
での高度な技術的知識を有しており、本業務を遂行できる法人は社団法人寒
地港湾技術センター以外に見受けられない。よって、同法人は、本業務を遂行
する上で必要とされる条件を満たし業務実施能力を有している唯一の法人で
ある。以上のことから、会計法第29条の３第４項及び予算決算及び会計令第
102条の４第３号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定する
ものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
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契約を締結した日
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9145
（社）寒地港湾技術研究セン
ター

北海道港湾の物流高度化方策
検討調査業務（一式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年12月13日 33,615,000

本業務の履行にあたっては、以下の条件を満たすことを必要とする。①北海道
港湾貨物の流動実態を把握し、将来の港湾物流の動向について民間企業ヘ
のヒアリング調査などにより得られる事業運営に関わる情報の守秘性の確保
及び港湾物流高度化に向けた施策、港湾施設整備についての事業計画策定
の提案となることから、特定の利害関係の影響を受けない公平、中立的かつ
非営利的立場であること　②北海道の各港湾の機能分担を考慮した港湾施設
整備、事業計画策定及び災害時における円滑な港湾物流方策を提案すること
から、積雪寒冷地である北海道の港湾行政に関する専門的な知見および広
範な情報収集能力を有し、かつ港湾物流体系に関する高度な分析能力及び
判断力を有すること　③港湾物流をはじめとした各方面において専門的知識を
有する有識者等から意見聴取を行うため、関係学識経験者・有識者との協力
等のノウハウと実績を有すること。　社団法人寒地港湾技術センターは、積雪
寒冷地の氷風雪・波浪の制御及び利用に係る港湾技術、及びこれに関連する
技術の調査研究に努め、積雪寒冷地において冬に強い港湾の整備を促進し、
もって我が国の港湾の発展に寄与することを目的として設立された公益法人
であり、北海道の港湾に係る利用特性や整備方策について幅広い調査研究
を行っている。特に、当局発注の「平成１５年度　北海道港湾における積雪寒
冷克服方策検討調査業務」や「平成１５年度　道央圏港湾整備方策検討業
務」、また平成１６年度には自主研究として「北海道の静脈物流システムに関
する調査研究」を行うなど、北海道における港湾貨物流動に関する高度な知
識と経験を有し、その分析能力に優れている。また、受注業務及び自主研究
において委員会形式による調査分析を多数行うなど、有識者との協力等のノ
ウハウと実績を有しており、本業務を遂行できる法人は社団法人寒地港湾技
術センター以外には見受けられない。よって、同法人は、本業務を遂行する上
で必要とされる条件を満たし業務実施能力を有している唯一の法人である。以
上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するもので
ある。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

9146
（社）寒地港湾技術研究セン
ター

海溝型地震に係る北海道港湾
防災対策検討調査業務（一式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年12月13日 32,550,000

本業務の履行にあたっては、以下の条件を満たすことを必要とする。①本業務
の成果は、北海道港湾の今後の地震津波対策における国有港湾施設に関す
る事業計画策定の提案であり、特定の利害関係者の影響を受けない公平・中
立的かつ非営利的な立場で検討すること　②積雪寒冷地である北海道におけ
る地震津波発生時の被害特性、課題および対策工に精通していること　③日
本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進特別措置法において、積雪
寒冷地域における地震防災上の必要な機能が確保されるよう配慮されなけれ
ばならないと盛り込んでいることから、積雪寒冷地における港湾の整備に関す
る幅広い知見と専門知識を有すること。社団法人寒地港湾技術センターは、
積雪寒冷地の氷風雪・波浪の制御及び利用に係る港湾技術、及びこれに関
連する技術の調査研究に努め、積雪寒冷地において冬に強い港湾の整備を
促進し、もって我が国の港湾の発展に寄与することを目的として設立された公
益法人である。　同法人は、平成7～9年度において「北海道地震対策検討業
務」など、北海道の日本海・太平洋沿岸の港湾を対象に地震を想定した津波
予測計算を行い、津波対策の必要性、津波対策工の提案およびその効果に
ついての評価を行うなど、北海道における地震津波発生時の被害特性、課題
および対策工に精通しており、本業務を遂行できる法人は社団法人寒地港湾
技術センター以外には見受けられない。よって、同法人は、本業務を遂行する
上で必要とされる条件を満たし業務実施能力を有している唯一の法人である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するもの
である。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9147
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

港湾・漁港請負工事積算運用資
料基礎調査業務（一式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年12月20日 9,762,000

本業務の実施にあたっては、以下の要件を満たしていることが必要である。①
本業務で調査解析されたデータは、北海道開発局の積算に使用する基準の
改訂に直接関わることから、公平・中立性かつ公益性の高い検討が可能であ
ること。②本業務は、北海道独自の特殊工法歩掛において実態調査、解析を
行う業務であり、本業務で解析されたデータは歩掛改訂の基礎資料として用い
られることから、建設のプロセス・積算等を十分理解するなど、専門的かつ高
度な知識を有すること。（財）港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾、空
港及び海岸の建設事業の発注及び施工に関わる技術及びシステムに関する
調査研究を推進することにより、港湾・空港建設事業等の執行をより一層円滑
に図ることを目的に設立された全国規模の公益法人である。当該財団は、当
局を含む全国の港湾整備局、港湾管理者等の発注者や工事を受注する施工
業者等に広く活用されている『港湾土木請負工事積算基準』の調査を実施し、
さらに未制定工種の歩掛および暫定歩掛として基準化された工種についての
検証を行うとともに、開発局制定『港湾・漁港請負工事積算運用資料』の歩掛
検討業務も実施しており、港湾・漁港工事における工法、工種、積算等に関す
る知識に精通した技術者を有し、本事業を遂行できる法人は、同法人以外に
見受けられない。このことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号の規定に基づき、上記法人を随意契約の相手方として選定する
ものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
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果

講ずる措置 備考

9148 （財）道路保全技術センター
排水性舗装施工に関する評価
検討業務（一式）

大沼　秀次
北海道開発局事業振興部防災・
技術センター
札幌市豊平区月寒東２－８

平成17年12月20日 2,782,500

本業務の履行に当たっては、以下の条件を満たすことを必要とする。
  ①　性能規定及び性能の確保手法に関する技術的検討を行うことから、特定
の材料及び施工方法の調査評価を行うため、公平、中立及び非営利な立場で
あること。
  ②　舗装全般、排水性舗装の品質等について技術的評価ができる専門的、
かつ、高度な知識を有していること。
  ③　性能規定発注方式に基づく路面性状、騒音低減性能等の評価の実績を
有すること。
　（財）道路保全技術センターは、道路保全の技術に関する調査研究、開発等
に関する事業を行い、効率的、かつ、合理的な保全技術の向上を図り、もって
道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的と
して設立された公益法人である。
　同法人は、技術的評価を行うための専門的、かつ、高度な知識をもつ技術者
を有しているとともに、性能規定発注方式による工事で施工された舗装の性能
の評価を行っている唯一の機関であり、性能評価の業務を実施した実績を多
数有しており、本業務を遂行できる法人は財団法人道路保全技術センター意
外に見受けられない。
　よって同法人は、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし業務実施
能力を有している唯一の法人である。以上のことから、会計法第29条の３第４
項及び予算決算及び会計令第102条の４第３号の規定により、同法人を随意
契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に
移行するため
の準備に時間
を要するもの
（平成１９年
度以降企画競
争を実施）

9149 （財）国土技術研究センター
積雪寒冷地における通年施工
化に関する調査検討業務（一
式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成17年12月27日 14,920,500

　本業務の実施に当たっては、以下の条件を満たすことを必要とする。
  ①　本業務は今後の建設行政と公共工事に反映されることから、特定の利
害関係の影響を受けない公平・中立かつ非営利な立場で履行できること。
　②　積雪寒冷地域における冬期施工技術の現状や活用状況等についての
幅広い専門知識及び総合的な検討・分析能力を有すること。
　③　通年施工化の施策目的及び関連諸制度に精通し、かつ、地域経済の活
性化の検討に関する実績を有すること。
（財）国土技術研究センターは、我が国における建設技術発展の支柱となり、
国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合的、かつ、効果
的に行うとともに、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術の
向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与することを目的に設立された公益法
人である。
　同法人は、「耐寒剤運用マニュアル（案）」「通年施工化の手引き」等、数々の
要領、指針等の作成に参画するなど、通年施工技術に関する専門的な知識と
高度な技術力、総合的な検討・分析能力を有している。
　また、平成７年度から国土交通省及び関係自治体で組織している「通年施工
推進協議会」の事務局として継続的に通年施工化技術の検討、地域経済の活
性化の検討を行うなど、本施策の経緯と内容に精通しており、本業務を遂行で
きる法人は財団法人国土技術研究センター以外に見受けられない。
   よって同法人は本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし業務実施
能力を有している唯一の法人である。
以上のことから、会計法第29条の３第４項及び予算決算及び会計令第102条
の４第３号の規定により、同法人を随意契約の相手方として選定するものであ
る。

見直しの余地が
あるもの

一般競争等に
移行すること
としたもの

9150 （財）北海道開発協会
農業農村整備事業における経
済波及効果検討業務（一式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成18年1月12日 5,880,000

農業農村整備事業における経済波及効果に関する広範かつ高度な知識と豊
かな経験を必要とする業務内容であることから、技術者の経験、能力及び業
務に臨む体制などを含めた技術提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確
保されるプロポーザル方式を採用し、技術提案書において総合的に も優れ
た提案を行った者を特定したものであるため。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
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在地
契約を締結した日
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（円）
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講ずる措置 備考

9151 （社）日本建設機械化協会
新技術活用支援検討業務（一
式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成18年1月17日 3,465,000

　本業務の履行にあたっては、以下の条件を満たすことが必要である。
①暫定歩掛等は、設計・積算に反映されることから検討に当たっては、公平・
中立的、かつ、非営利であること。
②暫定歩掛等の作成に当たっては、建設機械の性能・機能、機械施工に基づ
く施工実態及び機械損料等に係る十分なノウハウ並びにこれらを用いての調
査・解析等を行う総合的な技術力を有していること。
③積算基準に利用される数値であることから、調査検討には正確性・確実性
が必要であり、独自基準の解析・検討や新技術に関する施策及び建設技術審
査証明に関する豊富で専門的な知識を有していること。
　（社）日本建設機械化協会は、「建設事業の機械化を推進し、もって国土開
発と経済発展に寄与すること」を目的に設立された公益法人である。
　同法人は、建設業及び建設機械メーカー等における機械化施工及び積算に
関する情報を蓄積し、機械化施工を中心とした設計・施工上の技術指導を行っ
ていると共に機械化施工の調査研究及び改良等に関する豊富な経験と幅広
い専門知識を有する技術者を多数確保している。また、新技術に関しては、国
土交通大臣の認定を受け民間の技術力を主体とした先端技術の審査証明も
行なっており、本業務を遂行できる法人は、当該法人以外には見受けられな
い。
　よって、同法人は、本業務を遂行する上で必要条件を満たしている唯一の法
人である。
　以上のことから会計法２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するもので
ある。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9152 （財）河川情報センター
統一河川情報システム運営支
援検討業務（一式）

大沼　秀次
北海道開発局事業振興部防災・
技術センター
札幌市豊平区月寒東２－８

平成18年1月24日 11,550,000

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

その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）

9153
（社）寒地港湾技術研究セン
ター

漁港施設災害復旧実務マニュア
ル検討業務（一式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成18年1月31日 16,210,000

本業務の実施にあたっては、以下の要件を満たしていることが必要である。①
災害復旧関連法令・通達等に熟知するとともに、災害復旧の事務手続きに精
通し、被災要因の分析と復旧工法等に関する専門的な知識を有すること。②
マニュアルは災害復旧のための設計・積算の基になることから、公平・中立的
な立場であること。③積雪寒冷地における漁港施設及び漁港周辺の環境特性
や海域の海象特性等を熟知していること。社団法人寒地港湾技術研究セン
ターは、積雪寒冷地の氷風雪・波浪の制御及び利用に係る港湾技術及びこれ
に関連する技術の調査研究に努め、積雪寒冷地において冬に強い港湾の整
備を促進し、もって我が国の港湾の技術力向上に寄与することを目的に設立
された公益法人であり、北海道の港湾や漁港の技術力向上に寄与し氷風雪
技術の調査研究を数多く行っている。同法人は寒地港湾技術及びこれに係る
港湾・漁港整備の調査研究並びにこれらに関する提言を行うとともに、寒冷地
における港湾・漁港の整備に関し関係官公庁等への意見の具申のほか、講演
会、講習会及びシンポジウムの開催を行い、自主研究として「積雪寒冷地にお
ける港湾・漁港の施設づくりに関する調査研究」を行っている。また、災害に関
しては「台風被害技術検討業務」、環境に関しては「北海道港湾における環
境・景観に配慮した施設整備検討業務」を行うなどの業務実績から、十分な提
案・検討能力を有し、本業務を遂行できる法人は同法人以外に見受けられな
い。よって、同法人は、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし業務
実施能力を有している唯一の法人である。以上ことから、会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき、上記法人を随意契約
の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）



番号 所管公益法人等の名称
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量

契約担当官等の氏名並びにそ
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9154 （財）日本気象協会
北海道沿岸における設計潮位
検討業務（一式）

大場　敬
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成18年1月31日 18,900,000

本業務の履行にあたっては、①北海道沿岸域における海域毎の気象・海象特
性を熟知し、気象・海象全般において詳細で豊富な専門的知識を有すること。
②北海道沿岸における気象・海象条件を踏まえ潮位データ解析について総合
的な評価ができる能力および気象庁などの公的機関からの情報収集能力を
有していること。③本業務の成果は、港湾・漁港等公共施設の設計や計画の
ために用いる技術基準に反映することから業務の遂行上、公平性、中立性を
有すること。の全て満たしていることが不可欠である。財団法人日本気象協会
は、気象、地象、水象に関する科学及び技術の進歩に協力するとともに、気象
の利用方法の普及並びに指導を行うことにより気象に関する事業の発展を図
り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的に設立された公益法人であ
る。同法人は、日頃の事業を通じ気象・海象等に関する幅広い調査研究を
行っており、気象庁などの公的機関からの情報収集能力に優れ、これらに関
する専門的知識及び、全国的な動向、情報全般を把握した判断力を有してい
る。さらに、北海道内において、三十数年にわたり気象・海象観測データ解析
評価業務等の気象・海象観測ならびにデータ解析に関する業務の実績がある
だけでなく、予報、啓蒙に関する業務の実績もあり、高度で専門的な知識と蓄
積された成果を豊富に有するとともに、データに関して継続的かつ統一的な観
点から総合的に評価できることから、本業務を遂行できる法人は、同法人以外
には見受けられない。このことから同法人は、本業務を遂行する上で必要とさ
れる条件を満たし、業務実施能力を有している唯一の法人である。以上のこと
から、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
の規定により上記法人を随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

9155
（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調査検
討及び改良業務（一式）

大場　敬
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成18年1月31日 12,810,000

本業務の履行にあたっては、①本システムは、地理情報システム（GIS）を活用
する等複数のデータが関連していることから、プログラムを改良するために
は、システム構成を熟知していることが重要であり、そのため港湾CALSについ
ての専門的情報を熟知しているとともに、港湾施設の調査、施工及び積算に
関する専門的知識を有しており、システムの運用及び改良作業を的確に実施
でき、本システムに関わる専門的知識や操作能力を有していること。②本シス
テムは、全国的に運用が図られている港湾CALSを構成するシステムの一旦
を担っていることから、全国的な整合性を確保できること。③全国的に現在稼
働中である本システムの開発経過及び運用状態に対する確実な知識等を熟
知しており、プログラムの改良が現行システムの稼働に支障を与えないこと。
を全て満たしていることが不可欠である。財団法人港湾空港建設技術サービ
スセンターは、港湾、海岸及び空港の建設・維持管理事業の発注及び施工に
係わ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、海岸及び空港の建設・維持管理事業のより一層円滑な執行を
図り、もって港湾整備及び空港整備の推進と我が国経済の発展に寄与するこ
とを目的として設立された公益法人である。当法人は、平成12年度に本システ
ムの開発を行いシステムの著作権を有し、これまでの全国における本システ
ムの改良・更新等は上記法人が行っており、システムに関わる専門的知識及
びシステムの操作能力を有し、全国的な整合性を確保することができる。ま
た、港湾施設の調査、施工及び積算に関する業務並びに港湾・空港CALSに
関する業務を実施しており、これらの専門的知識や情報も有しており、本業務
を遂行する上で必要とされる条件を満たし業務実施能力を有している唯一の
法人である。以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として
選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行した
もの（19年度
から公募方式
に移行）

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9156
（財）交通事故総合分析セン
ター

交通事故統合データベース作成
及び分析業務（一式）

大沼　秀次
北海道開発局事業振興部防災・
技術センター
札幌市豊平区月寒東２－８

平成18年1月31日 14,448,000

本業務の履行に当たっては、以下の条件を満たすことを必要とする。
　①本業務は、今後の交通安全対策実施の基礎資料とすることから、公平、中
立及び非営利な立場で履行できること。
　②交通事故の原因を科学的かつ総合的な分析を行うため、専門的な知識と
高度な技術力を有していること。
　③交通事故統合データベース作成における経緯、経過を熟知しているととも
に、事故に関する詳細情報について把握していること。
　（財）交通事故総合分析センターは、交通事故と人間、道路交通環境及び車
両に関する総合的な調査研究を通じて、交通事故の防止と交通事故による被
害の軽減を図ることにより、安全、円滑かつ秩序ある交通社会の実現に寄与
し、もって公共の福祉の増進に資することを目的として設立され、道路交通法
108条の13により交通事故調査分析センターとして唯一指定を受けている公益
法人である。
　同法人は、日頃の事業を通じ交通事故の原因等に関する科学的な研究を
行っており、交通事故の総合的な分析を行う専門的な知識と高度な技術力を
有している。また、交通事故に関する経緯、経過等を熟知し、事故に関する詳
細情報の把握を行うとともに平成２年から交通事故統合データベースの作成
を行っており、本業務を遂行できる法人は財団法人交通事故総合分析セン
ター以外に見受けられない。
　よって同法人は、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし業務実施
能力を有している唯一の法人である。
　以上のことから、会計法第29条の３第４項及び予算決算及び会計令第102条
の４第３号の規定により、同法人を随意契約の相手方として選定するものであ
る。

その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）

9157
（財）リバーフロント整備セン
ター

河川環境目標検討業務（一式）
菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成18年2月1日 14,910,000

本業務は、河川環境目標設定のガイドラインの策定を行うものであり、全国の
事例を収集・分析した上で、有識者のヒアリングを行い、河川環境の評価手法
や河川環境の目標設定手法を体系化するなど、目標設定の考え方を整理し、
総合的な技術指針にとりまとめる必要がある。検討にあたっては、多くの知識
と高度な技術力が必要であるとともに、河川生態について全国の情報を保有
し、そのデータから河道特性と河川生態についての関係を体系的に整理した
データを保有している必要があるが、そのようなデータを有しているのは当法
人が唯一である。また、検討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要で
あり、これらの条件を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

9158 （社）日本建設機械化協会
機械除雪施工に関する調査検
討業務（一式）

大沼　秀次
北海道開発局事業振興部防災・
技術センター
札幌市豊平区月寒東２－８

平成18年2月7日 4,830,000

   本業務の履行に当たっては、下記の条件を満たすことを必要とする。
  　①　本業務の検討結果は、今後の機械除雪施工に関する基礎資料となる
ことから、特定の技術や施工方法に偏ることがないよう公平・中立的かつ非営
利的立場からの調査検討ができること。
  　②　機械施工方法及び施工体制といった観点から調査検討を行うことか
ら、国及び自治体等の機械除雪施工に関する専門的な知識を有しているこ
と。
    ③　除雪機械の種類や仕様、性能などに関する技術動向やその施工方法
に関する情報を有していること。
   （社）日本建設機械化協会は、建設事業の機械化を推進し、もって国土開発
と経済発展に寄与することを目的として設立された公益法人である。
   同法人は、日頃の事業を通じ除雪工事を含む建設工事の機械化施工を推
進するため、国及び自治体等の道路除雪工事の関係者を対象とした除雪機
械技術講習会、請負工事機械経費積算に関する講習会を実施している。ま
た、除雪機械を含む建設機械に関する幅広い調査・研究を行うとともに、除雪
機械の性能向上、実用性及び信頼性の評価を目的とした各種除雪機械の性
能試験を実施していることから、機械除雪施工並びに除雪機械に関する高度
で幅広い専門知識と豊富な経験、さらに広範かつ豊富な各種資料及びデータ
を有しており、本業務を遂行する法人は、社団法人日本建設機械化協会、以
外には見受けられない。
   よって、同法人は、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし業務実
施能力を有している唯一の法人である。
   以上のことから、会計法第29条の３第４項及び予算決算及び会計令第102
条の４第３号の規定により、同法人を随意契約の相手方として選定するもので
ある。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（18年度から
企画競争に移
行）
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9159 （財）ツール・ド・北海道協会
北海道における自転車利用の
現状と道路整備のあり方検討業
務（一式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成18年2月9日 21,903,000

本業務の実施にあたっては、以下の条件を満たすことが必要である。①今後
の北海道における安全で快適な自転車利用のあり方を検討する上で、利用者
や各種団体、行政等の様々な立場の意見を踏まえて進める必要があり、ま
た、その検討結果は今後の道路整備に反映されることから、公平かつ中立的
な立場にあること②サイクルスポーツの普及・振興に精通しているとともに、自
転車利用の観点から道路の構造及び維持管理についての専門的知識やサイ
クルスポーツの振興に資する道路整備のあり方に関する調査能力を有してい
ること。③自転車の走行空間の安全性、快適性についてのあり方検討を行う
ため「北海道サイクルネットワーク構想」に関する専門的な知識及び有識者、
自転車関係団体等とのネットワークを有していること。財団法人ツール・ド・北
海道協会は、我が国、特に北海道の優れた自然環境を生かしたサイクルス
ポーツを核とした活動を展開することにより、我が国、特に北海道における観
光資源及び産業の開発、文化の振興、生活の向上、健康・体力の増進に貢献
し、また、我が国におけるサイクルスポーツ等の普及・振興及び自転車利用の
普及・啓発に貢献することを目的として設立された公益法人である。同財団
は、過去１９回に及ぶツール・ド・北海道国際大会の運営を通じて自転車利用
の観点から見た道路の構造及び維持管理、自転車の走行空間の安全性、快
適性について「自転車の広域的な利用に関する調査業務」「既存ストックを活
用した観光基盤整備事業推進調査」等の調査を行うなど、サイクルスポーツの
振興や観光振興に関する専門的知識を有するほか、「ツール・ド・北海道国際
大会」の開催や、「ファミリーツール・ド・北海道」の発行を行うなどサイクルス
ポーツの普及・振興や自転車に関する様々な専門知識及び有識者等とのネッ
トワークを有しており、本業務を遂行できる法人は、財団法人ツール・ド・北海
道協会以外には見受けられない。よって、当該財団は本業務を遂行する上で
必要とされる条件を満たし業務実施能力を有している唯一の法人である。以
上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するもので
ある。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9160 （財）河川環境管理財団
水質調査・管理指標に関する検
討業務（一式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成18年2月9日 12,810,000

本業務は、河川・湖沼の水質管理に必要な技術的なマニュアルを検討・作成
するための業務であり、判断の中立性・公平性が特に求められるものである。
また、マニュアルの検討・作成並びに特に精度管理を確保するための検証の
ためには当財団がこれまでの研究の継続の中で蓄積してきた当財団のみが
所有する全国約1000地点以上の測定データによる「全国一級河川水質データ
ベース」の活用が必要。さらに、本業務の実施に当たっては、水環境改善に関
する豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々
な分野の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必
要。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

9161 （社）日本建設機械化協会
平成１８年度版建設機械等損料
算定表（北海道補正版）作成業
務（一式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成18年2月14日 4,462,500

本業務の履行に当たっては、以下の要件を満たすことが必要である。
　①建設機械等損料は、設計・積算に反映されることから検討に当たっては、
公平・中立　的、かつ非営利であること。
　②建設機械等損料について解析等を行うことから、専門的知識と機械化施
工に関する総合的な技術力を有していること。
　③１月下旬以降本省から随時発表される「平成１８年度版建設機械等損料
算定表」を基　に、新年度の設計積算業務に間に合わせるため、短期間に迅
速かつ正確・確実な処理が　行えること。
　(社)日本建設機械化協会は、「建設事業の機械化を推進し、もって国土開発
と経済発展に寄与すること」を目的に設立された公益法人であり、建設の機械
化に係わるあらゆる分野の調査・研究・普及・啓蒙活動を行っている。
　同法人は、国土交通省が定め、農林水産省等の関係省庁、公団等が使用す
る「建設機械等損料算定表」に必要なデータの収集・調査・検討を行い、「平成
１８年度版建設機械等損料算定表（全国版）」を作成する業務を行うとともに、
請負工事機械経費積算に関する講習会を開催するなど、建設機械損料に関
する高度で幅広い専門的知識と豊富な経験を有している。さらに、建設機械等
損料算定表（北海道補正版）を迅速かつ正確に処理できる損料計算システム
を有しており、本業務を遂行できる法人は、当該法人以外は見受けられない。
　よって、同法人は本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし業務実施
能力を有している唯一の法人である。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するもの
である。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）
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9162
（社）北海道オートリゾート
ネットワーク協会

広域周遊観光に対応したオート
リゾートネットワーク検討業務
（一式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成18年2月14日 24,339,000

本業務の実施にあたっては、以下の条件を満たすことが必要である。①広域
周遊観光に対応したオートリゾートネットワークの検討を進める上で、アウトド
ア関連団体、行政機関等の様々な意見を踏まえる必要があり、また、その検
討結果は今後の道路整備に反映されることから、公平かつ中立的な立場にあ
ること。②広域周遊観光に対応した道路整備を進めるため、道路及び「北海道
オートリゾートネットワーク構想」に関する専門的知識や調査能力を有している
こと。③広域周遊観光に対応するための有識者、アウトドア関連団体等と協力
等のノウハウと実績を有していること。社団法人北海道オートリゾートネット
ワーク協会は、本格的なオートキャンプ場を核とする複合的なレクリエーション
活動や交流のための拠点の整備を推進し、全道的なネットワーク化を図るとと
もに、運営の中核としての諸活動を展開することにより、わが国、特に北海道
における観光資源及び産業開発、教育・文化の振興、生活の向上、健康・体
力の増進に貢献し、また、野外レクリエーションに対応する新たなニーズや高
度化する車社会に対応した新しいリゾートづくりを通じてわが国社会経済全体
の健全な発展に寄与することを目的として設立された公益法人である。同協会
は、これまで「インターネット予約システムの稼働」や「アウトドアコミュニケー
ション」の発行などを通じてオートリゾートの普及・振興を行うとともに、「観光レ
クリエーションに資する道路整備のあり方検討業務」「オートリゾートの形成よ
る地域振興・観光振興効果に関する調査業務」等の調査や「オートリゾート形
成に関する研究」等の自主研究を行うなど、オートリゾートに関連した道路、広
域周遊観光に関する専門的知識を有している。また、「オートリゾートフォ－ラ
ム」や「オートリゾート管理運営担当者会議」等の講演会・講習会を開催するな
ど有識者、アウトドア関連団体、行政機関と協力等のノウハウと実績を有して
おり、本業務を遂行できる法人は、社団法人北海道オートリゾートネットワーク
協会以外には見受けられない。よって、当該法人は本業務を遂行する上で必
要とされる条件を満たし業務実施能力を有している唯一の法人である。以上
のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するものであ
る。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9163
（財）日本建設情報総合セン
ター

新土木工事積算システム北海
道開発局独自施工単価改定業
務（一式）

大沼　秀次
北海道開発局事業振興部防災・
技術センター
札幌市豊平区月寒東２－８

平成18年2月14日 7,736,000

本業務の履行にあたっては、以下の条件を満足することを必要とする。
  ①　北海道開発局の新土木工事積算システムに関わるものであり、設計積
算に直接反映されることから、公平・中立的かつ非営利な立場であること。
  ②　システムの追加・修正を行うにあたっては、システム構想及びシステム計
画の検討を適正かつ確実に遂行する専門的能力を有すること。
  ③　新土木工事積算システムと土木工事標準積算基準書及び北海道開発
局土木工事費積算基準参考資料等、システムの根拠となる歩掛資料との関
連性を熟知し、新土木工事積算システムの詳細、プログラムの内容などシステ
ムに関する十分な知識を有すること。
　（財）日本建設情報総合センターは、建設事業の円滑な執行に資する情報シ
ステムの調査研究を行い、これを広く普及するとともに、建設情報の提供を行
うことにより、建設技術の向上、建設事業　の効率化、国土の安全かつ有効利
用の促進を図り、もって国民生活の高度化及び経済の活性化に資することを
目的として設立された公益法人である。
    同法人は国土交通省が運用している新土木工事積算システムの土木工事
標準積算書、積算基礎データ等を組み入れる業務にも携わっていることから、
システム構想及びシステム計画を検討するにあたり、適正かつ確実に遂行す
る能力を有している。
　　また、新土木工事積算システムの開発者として、新土木積算システムと歩
掛資料との　関連性を熟知し、積算システムの詳細について十分な知識と技
術力を有しており、本業務を遂行する法人は、財団法人日本建設情報総合セ
ンター以外には見受けられない。
  　よって、同法人は、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし業務
実施能力を有している唯一の法人である。
  　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号の規定により、同法人を随意契約の相手方として選定するもの
である。

見直しの余地が
あるもの

一般競争等に
移行すること
としたもの

公募手続きを
導入

9164 （財）河川環境管理財団
低落差発電等を活用した河川浄
化施設の整備方針検討業務（一
式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成18年2月16日 9,870,000

本業務の実施に当たっては、水環境改善に関する豊富な知見、高度な技術、
検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専門の学識者、専門
家からの広範な情報収集能力を有することが必要となる。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平な検討が必要
である。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行(H18
年度以降企画
競争を実施）

9165
（財）リバーフロント整備セン
ター

河川景観形成検討業務（一式）
菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成18年2月16日 27,930,000

本業務は、全国の河川景観に関する事例を収集し、望ましい河川景観の技術
的な特徴・課題の整理を行い、総合的な技術指針を行うものである。検討にお
いては、河川景観に対する考え方の幅広い情報が必要であるが、そのような
幅広い情報を有しているのは当法人が唯一である。また、検討にあたっては、
厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満たすのは当該財団
以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入
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9166 （財）計量計画研究所
新たな交通需要予測の適用に
関する検討業務（一式）

菊地静夫
北海道開発局
札幌市北区北８条西２丁目

平成18年3月2日 17,850,000

本業務の履行にあたっては、以下の条件を満たすことを必要とする。
① 今後の本手法の導入に係る基礎的、技術的な検討事項も含む、将来の道
路事業計画に関わる検討であるため、広範囲な考え方を踏まえた公平かつ中
立的な立場であること。
② 我が国及び北海道の交通政策や道路計画に関する多様な情報を蓄積し、
データ解析・評
価手法にも精通していること。
③ 新たな交通需要予測手法について広範で豊富な専門的知識と実務経験を
有していること。
④ 学識経験者や有識者からの意見収集を行うため、関係する学識経験者、
有識者等と多様
な協力等のノウハウと実績を有していること。
財団法人 計量計画研究所は、我が国及び諸外国の政治、経済、社会事象の
数量的な調査研究を行い、科学的計画に関する知識普及に寄与することを設
立目的とした公益法人である。同法人は、交通計画及びこれに関連する諸計
画に関する調査研究や事業の受託、及び統計情報等資料の収集提供を事業
として行っている他、北海道の地域構造や交通特性に関する検討を実施する
など、北海道の交通施策に関する多くの調査・研究実績を有している。また同
法人は、土木学会 土木計画学研究委員会 交通需要予測技術検討小委員会
の事務局を務め、道路計画の新たな手法開発に関わる積極的な活動を行って
おり、交通需要予測について 新の理論と、その実践的な解析及び評価手法
に精通するとともに、土木学会等の日頃の活動を通じ、有識者及び関係機関
と密接な連携がなされ、多様な協力等のノウハウと実績を有しており、本業務
を遂行できる法人は財団法人 計量計画研究所以外には見受けられない。
よって、同法人は、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし業務実施
能力を有している唯一の法人である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するもの
である。

見直しの余地
があるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
契約では、企
画競争を実施
し、20年度以
降、総合評価
による一般競
争等に移行）

9167 （財）日本気象協会
石狩・空知地域　農業気象水文
調査業務（一式）

本名一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北2-西19

平成17年4月1日 42,383,000

適時の流量等の観測能力として迅速な気象情報収集能力、観測適時予測の
ための気象予報能力及び一斉観測能力が必要であり、データの評価・管理能
力としてデータの有効性の判断能力、膨大なデータの管理能力を有する唯一
の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）

9168 （財）日本気象協会
大夕張地区　大夕張ダム降雨予
測気象情報供給業務（一式）

本名一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北2-西19

平成17年4月1日 12,705,000

適時の流量等の観測能力として迅速な気象情報収集能力、観測適時予測の
ための気象予報能力及び一斉観測能力が必要であり、データの評価・管理能
力としてデータの有効性の判断能力、膨大なデータの管理能力を有する唯一
の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）

9169
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

札幌開発建設部管内　電気通
信現場技術業務（一式）

本名一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北2-西19

平成17年4月5日 14,595,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9170
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

札幌開発建設部管内　技術審
査補助業務（一式）

本名一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北2-西19

平成17年4月5日 9,894,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者を選定する際、
価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助するものであり（上記積算補助
業務と同じ）、仮に技術提案審査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競
争が阻害され、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務が
かかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の
監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行さ
せる必要がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入
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（円）
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果
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9171
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

札幌開発建設部管内　道路防
災ドクター技術検討業務（一式）

本名一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北2-西19

平成17年4月5日 3,377,000

道路防災対策及び災害対応は、常時より地域に即した綿密な連携を図ると共
に、災害時には迅速かつ適切な措置を講じることが必要であることから①中立
かつ公平な立場であること、②道路の管理、防災に十分な専門的知識を有す
ること、③学識経験者からなる技術検討会等の開催に豊富な経験があること、
④学識経験者と密接な関係があり、情報交換できること、⑤道路管理者、学識
経験者、専門技術者間の調整を図ること等を満たすことが必要である。
財団法人北海道道路管理技術センタ－は、北海道における一般国道等に係
る道路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効
かつ適正な利用、その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技
術開発を行うことにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与する事を目的
として設立された公益法人である。
同法人は、①公益法人であり行政的見地からの広い視野と高い公平性・中立
性を有すること、②防災ドクター制度を運用している唯一の団体で、北海道に
おける災害等の検討委員会運営の実績があり、道路管理、防災等に関する豊
富な知識と経験を有していること、③公益事業として道路管理技術委員会を設
置運営しており、各分野の学識経験者と連携し種々の研究を行っていることか
ら、本業務に必要な条件を満たしている唯一の法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により
財団法人北海道道路管理技術センタ－と随意契約を行う。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9172
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

札幌道路事務所管内　現場技
術業務（一式）

本名一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北2-西19

平成17年4月5日 161,958,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9173
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

岩見沢道路事務所管内　現場
技術業務（一式）

本名一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北2-西19

平成17年4月5日 71,086,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9174
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

滝川道路事務所管内　現場技
術業務（一式）

本名一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北2-西19

平成17年4月5日 46,020,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9175
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

千歳道路事務所管内　現場技
術業務（一式）

本名一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北2-西19

平成17年4月5日 47,573,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9176
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

深川道路事務所管内　現場技
術業務（一式）

本名一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北2-西19

平成17年4月5日 73,758,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9177
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

滝野公園事務所管内　現場技
術業務（一式）

本名一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北2-西19

平成17年4月5日 29,190,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入
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9178 （財）北海道開発協会
札幌開発建設部　用地補償技
術業務（一式）

本名一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北2-西19

平成17年4月12日 16,212,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9179 （財）先端建設技術センター
岩見沢道路事務所　環境マネジ
メント検討業務（一式）

三木　雅之
札幌開発建設部岩見沢道路事
務所
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月14日 7,718,000

本業務の遂行にあたっては、国土交通省がISO14001環境マネジメントシステ
ムを運用する指針等を取りまとめるために、モデル工事及び簡易型ＥＭＳ適用
工事により検討を進めるもので公共性の高い業務である。このことから、公共
事業としてのISO14001環境マネジメントシステムに関する高度な知識を有する
とともに、中立かつ公平性のある広範な知見を有していることが必要不可欠で
ある。
　財団法人先端建設技術センターは、国土基盤整備の推進を図り、もって国民
生活の安定と向上に資することを目的に設置され、建設事業に係る先端建設
技術の調査研究、開発及び普及を行っている。また、建設事業に係る環境保
全、改善等の調査研究を行うとともに、公共事業におけるISO14001の導入に
ついても、平成10年度より、国土交通省の「ISO14001に基づくモデル事業を実
施するための検討委員会」の運営支援を行い、当事務所の環境マネジメントシ
ステムの構築など、これまでの経緯等について十分熟知しており、さらに、
ISO14001環境マネジメントシステム審査員研修機関であるなど、当該業務遂
行に必要とされる高度な知識及び体制を有している唯一の機関である。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号を適用し、財団法人先端建設技術センターと随意契約を行うもので
ある。

見直しの余地が
あるもの

一般競争等に
移行すること
としたもの

公募手続きを
導入

9180
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

札幌開発建設部管内　地域防
災協議会検討業務（一式）

本名一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北2-西19

平成17年4月19日 19,393,000

本業務は、道路管理者、防災関係機関、道路利用者等と連携を図りながら協
議会を運営していくことから、①利害権限の調整に及ぶため中立かつ公平な
立場であること、②北海道における災害等の検討委員会運営の実績があるこ
と、③道路防災連絡協議会運営の実績があること、④各種道路施策に関する
豊富な知識と経験を有していること、④道路管理、防災等に関する豊富な知識
と経験を有していること等を満たすことが必要である。
　財団法人北海道道路管理技術センタ－は、北海道における一般国道等に係
る道路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効
かつ適正な利用、その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技
術開発を行うことにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与する事を目的
として設立された公益法人である。
　同法人は、①公益法人であり行政的見地からの広い視野と高い公平性・中
立性を有すること、②北海道における災害等の検討委員会運営の実績を有す
ること、③道路防災連絡協議会運営の実績があり、道路管理、防災等に関す
る豊富な知識と経験を有していることから、本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により
財団法人北海道道路管理技術センタ－と随意契約を行う。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

9181
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

新千歳空港・札幌飛行場　現場
技術業務（一式）

本名一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北2-西19

平成17年6月14日 19,720,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ
ととしたもの

公募手続きを
導入
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9182
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

危機管理演習検討業務（一式）
本名一夫
札幌開発建設部
札幌市中央区北2-西19

平成17年6月14日 4,830,000

本業務の履行に当たっては、
①　当部の防災対策事務規定を十分に熟知していること
②　北海道における道路災害に関して、災害発生の原因から対応・対策に至
るまでの専門的知識を有していること
③　演習で得た結果を分析し、今後の災害対応に反映させるためには、公平
性・中立性が強く求められることから、公益性の高い者であること
　以上のすべてを満たしていることが不可欠である。
　財団法人北海道道路管理技術センターは、「北海道における道路施設の合
理的な維持改善、高度な道路情報の提供等、道路管理に関する総合的な調
査・研究及び技術開発」などを目的として設立された公益法人であり、日常の
業務を通じ全道各建設部の道路防災ドクター技術検討業務を受注し、道路防
災に関する調査・検討を行っていることから、これらに関する専門的知識に優
れるだけでなく、全道的な動向・情報等を把握している。
　以上のことから、同法人は、本業務を遂行する上で、必要とされる条件及び
業務実施能力を有している唯一の公益法人と判断されることから、本業務に
係る随意契約の相手方として選定するものである。（会計法第29条の３第４
項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

9183
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

札幌開発建設部管内　ＣＡＬＳ展
開手法検討業務（一式）

竹澤謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北2-西19

平成17年8月2日 54,970,000

本業務の遂行に当たっては、以下のことが必要である。
①　検討内容が道路構造の調査から維持管理まで多岐にわたるため、道路行
政に精通した専門的知を有していること。
②　管内の道路管理施設の登録業務等の電子化業務について、多くの実績を
有していること。
③　多種の行政内部資料を取り扱うことから、資料管理上の高い守秘性と信
頼性が必要であること。
　（財）北海道道路管理技術センターは、道路管理全般についての総合的な調
査・研究・技術開発等を目的に設立された財団で、これまで道路管理データ
ベース基幹システムによる道路管理施設の登録業務や重要構造物図書の電
子化業務等の同種業務についての多くの実績を有するとともに、公益法人とし
ての立場から高い公共性を保持していることから、本業務の遂行する上で必
要とされる条件を満たす業務実施能力を有している唯一の法人であると認め
られる。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

9184
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

トンネル技術検討会運営業務
（一式）

竹澤謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北2-西19

平成17年8月2日 1,890,000

本業務の遂行にあたっては、以下のことが必要である。
①　北海道における道路防災、管理等について、道路行政に精通した専門的
な知識を有していること。
②　学識経験者等からなる技術検討会の開催は、円滑で合理的な運営が不
可欠なことから豊富な経験を有すること。
③　学識経験者等と密接な関係があり、行政的見地に基づく調整や情報交換
等が容易に行える機関であること。
　（財）北海道道路管理技術センターは、道路管理全般についての総合的な調
査・研究・技術開発等を目的として設立された財団で、各種検討会の運営に必
要な学識経験者等との人的ネットワーク及び豊浜・白糸トンネル事故調査委員
会等の運営実績があるなど豊富な知識と経験を有していることから、本業務を
遂行する上で必要とされる条件を満たす業務実施能力を有している唯一の法
人であると認められる。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9185 （財）日本緑化センター
滝野公園　自然観察ゾーン緑化
育成管理調査外一連業務（一
式）

吉田幹雄
札幌開発建設部国営滝野すず
らん丘陵公園事務所
札幌市南区滝野２４７番地

平成17年8月9日 16,052,000

本業務の遂行にあたっては、以下のことが必要である。
①　公園における緑化等、自然環境の保全・育成及び創出に関する豊富な知
識を有すること。
②　山野草等の稀少生物資源の管理方策に関する豊富な知識を有すること。
③　生態環境基盤整備に関する高度な技術と豊富な経験を有すること。④他
国営公園等における豊富な実績を踏まえ、 新の公園緑地技術に沿った調査
の実施が必要なこと。
⑤　国営公園事業計画に反映することから、中立性・公平性が求められるこ
と。
　（財）日本緑化センターは、緑化に関する総合的な調査研究、技術開発、情
報の円滑な推進を図り、もって国民の生活環境の向上に資することを目的とし
て設立された財団で、本公園を含め数多くの国営公園において、自然環境の
保全・育成及び創出について求められる高度な技術と豊富な経験並びに本業
務の課題である植物の利活用を前提とした技術に係る試験及び運用に関する
実績を有しており、また、公益法人としての立場から高い公共性を保持してい
ることから、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たす業務実施能力を
有している唯一の法人であると認められる。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するもの
である。

見直しの余地
があるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
契約では、企
画競争を実施
し、20年度以
降、総合評価
による一般競
争等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9186
（社）北海道うまの道ネット
ワーク協会

空知地域　地域活性化構想策
定業務（一式）

竹澤謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北2-西19

平成17年9月13日 4,935,000

本業務の遂行に当たっては、次のことが求められる。
（１）北海道におけるホーストレッキング事業に精通していること。
（２）当該地域における土地改良施設等地域資源の変遷と利活用実態に精通
していること。
　社団法人うまの道ネットワーク協会は、北海道におけるホーストレッキングを
通じた、馬と馬に関わる人や関連する施設等地域資源の全道的ネットワーク
化を図ることにより、地域振興や都市と農村の交流等社会経済全体の健全な
発展に寄与することを目的として国土交通省に認可された社団法人で、これま
で馬を活用し国営等土地改良事業で整備された土地改良施設等地域資源等
を包含した地域資源ネットワークの構築を活動として行っているとともに、十分
対応し得る組織体制を有しており、本業務を遂行することができる唯一の法人
である。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号の規定に基づき、上記法人を随意契約の相手方として選定する
ものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（18年度から
企画競争に移
行）

9187
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

札幌開発建設部管内　道路区
画線視認性判定検討業務（一
式）

竹澤謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北2-西19

平成17年9月27日 14,441,000

当該業務を行うに当たっては、①積雪寒冷地の道路状況について道路巡回等
を通じて熟知していること、②管理基準の作成には、中立性・公共性が必要で
あるとともに、交通の安全性の確保の観点から、特に北海道警察等の機関と
十分調整を計れる行政代行を行える機関であること、③冬期の道路管理を含
め、調査・研究的要素が極めて高いことから有識者との連携を計れること、が
必要十分条件である。
　財団法人北海道道路管理技術センターは、北海道における一般国道等に係
る道路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効
かつ適正な利用、その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技
術開発を行うことにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与することを目的
として設立された公益法人である。
　同法人は、①北海道特有の道路管理に関する調査・研究を行っており、冬期
を含む道路の維持管理に関する全般的知識や豊富な経験があり、行政的見
地に基づく適切な対応ができること、②公益法人であることから中立性・公平
性が保たれ、また、道路巡回の教育研修を行うなど道路巡回に精通している
こと、③交通事故データ解析等の経験が豊富であり有識者や北海道警察等の
機関との連携・調整能力が高いことから、本業務に必要な条件を満たしている
唯一の法人である。
　よって会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号の規定により、財団法人北海道道路管理技術センターと随意契約を行う。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から一般競争
へ移行）

9188 （社）日本公園緑地協会
滝野公園　森林体験ゾーン環境
プログラム運営検討外一連業務
（一式）

竹澤謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北2-西19

平成17年9月27日 37,601,000

本業務の遂行に当たっては、以下のことが必要である。
①　公園整備計画に直接関わる検討のため、行政的な視点での検討が重要
となることから、公園緑地施策に関する豊富な知識を有していること。
②　公共性が高く、学識経験者等による委員会を設置して履行する必要があ
り、中立性、公共性を有すること。
③　環境プログラムの実施に当たり、幅広い利用層に対応した環境手法に関
する知識及び環境教育の実践に関し、豊富な経験を有すること。
④　運営計画を踏まえた公園の施設整備に関する豊富な知識を有すること。
⑤　環境プログラムの実施に当たっては、学識経験者・NPO等との連携した対
応が不可欠であること。
　（社）日本公園緑地協会は、公園、緑地等に関する事業の健全な発達を図る
とともに、国土美化、都市緑化等の推進に寄与することを目的として設立され
た公益法人で、本公園を含め数多くの国営公園において、有識者等の提言等
を踏まえた基本計画及び設計の作成・取りまとめを行うなど、国営公園の計画
及び設計に求められる高度な技術と豊富な経験を有するとともに、本業務に
係る運営検討に必要な行政上の豊富な知識や公共性が高く、また、多くの者
からの技術・情報の収集と有識者による審議を経て策定した指針、基準、ガイ
ドラインの作成及び環境プログラムに関する業務を数多く実施しており、さら
に、十分対応し得る組織体制を有していることから、本業務を遂行することが
出来る唯一の法人である。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するもの
である。

見直しの余地
があるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
契約では、企
画競争を実施
し、20年度以
降、総合評価
による一般競
争等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9189
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

新千歳空港　舗装検討業務（一
式）

竹澤謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北2-西19

平成17年9月27日 3,360,000

本業務の遂行に当たっては、以下の条件を全て満たしていることが不可欠で
ある。
　①　新千歳空港におけるブリスタリング現象発生の経緯、原因及び対策工法
について熟知するとともに、当空港の自然・気象条件や積雪寒冷地の空港舗
装に関しても十分な知識を有していること。
　②　対策効果を適切に検証するため、ブリスタリング発生時から対策後まで
の舗装性状調査内容を熟知した上で、これらと一貫性の取れた精度の高い追
跡調査・解析項目等を設定するための、十分な知識と能力を有していること。
　③　過去の舗装検討会の審議経緯を踏まえた上で、引き続き円滑な舗装検
討会を開催するための能力を有するとともに、本事例が今後の全国的な空港
整備施策の方向性にも影響を与えることから、公平性、中立性を保持し非営
利的な立場であること。
　財団法人港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾、海岸及び空港の建
設・維持管理に係る技術及びシステムに関する調査研究の推進を目的として
設立された公益法人であり、平成１３年度から継続して当案件の調査及び検
討会開催を担当し、新千歳空港におけるすべての経緯や自然・気象条件を熟
知しているとともに、全国的なブリスタリング発生空港の事例・内容も十分把
握・蓄積し、業務に反映してきており、また、日ごろの事業や調査研究を通じ
て、積雪寒冷地空港の舗装技術等に関する幅広い知識と技術力及び十分対
応し得る検討体制を有していることから、本業務を遂行することができる唯一
の公益法人である。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
の規定に基づき、上記法人を随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9190
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

札幌開発建設部管内　道路管
理施設登録業務（一式）

竹澤謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北2-西19

平成17年10月13日 81,212,000

　本業務の遂行に当たっては、道路行政判断を伴う土木技術及びMICHIシス
テムに関する電子情報技術が必要なことから、次の条件を満たす必要があ
る。
①　道路技術管理データベース基幹システムの登録・更新システムを　有し、
使用できること。
②　道路現況、管理の内容について多岐にわたる豊富な専門知識と熟　達し
た業務経験を有していること。
　財団法人北海道道路管理技術センターは、北海道における一般国道等に係
る道路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効
かつ適正な利用、その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技
術開発を行うことにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与することを目的
として設立された公益法人で、北海道において道路管理データベースの基幹
システムの登録・更新システムを有し、使用できるとともに、道路管理関係の
業務に関する豊富な知識と経験及び十分対応し得る組織体制を有しているこ
とから、本業務を遂行することができる唯一の法人である。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号の規定に基づき、上記法人を随意契約の相手方として選定する
ものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9191
（財）北海道地域総合振興機
構

石狩・空知圏域地域づくりネット
ワーク形成方策検討業務（一
式）

竹澤謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北2-西19

平成17年10月20日 9,880,500

本業務の遂行に当たっては、以下の条件を満たすことが必要となる。
（１）「第６期北海道総合開発計画」に関する基本的な知識を有し、同総合開発
計画の地域版である「道央圏地域整備展開構想」の内容について精通してい
ること。
（２）管内市町村等の関係機関及び地域づくり・まちづくり団体等関係者との連
絡・調整を行うことから、これら関係者との連絡・調整の実績が十分蓄積され
ており、各意見を総合的に取りまとめるためのコーディネート技術を有している
こと。
（３）座談会・研究会等の企画・運営を行うため、関係する学識経験者・有識者
等との多様な人的ネットワークを十分有していること。
（４）地域づくり・まちづくり活動に関する人材養成の調査研究の実績を十分に
有していること。
　「財団法人北海道地域総合振興機構」は、北海道地域における地域開発や
産業活性化等に関する調査研究、地域開発プロジェクト及び産業活性化プロ
ジェクトの発掘、育成推進、情報交流の推進、人材の養成などを通じて、北海
道地域の総合的な地域開発や産業の振興を支援し、活力ある地域社会の形
成を図り、もって我が国経済社会の健全な発展に寄与することを目的に設立さ
れた公益法人で、設立時から人材養成には積極的に取り組むなどの調査研
究実績があり、また、地域整備展開構想及び各市町村の地域づくり・まちづく
り活動等の地域プロジェクトの推進支援を通じて地域開発プロジェクトに精通
するなど専門知識を有する人材と十分な組織体制を有していることから、本業
務を遂行することができる唯一の法人である。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号の規定に基づき、上記法人を随意契約の相手として選定するも
のである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
企画競争方式

に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9192 （社）雪センター
札幌開発建設部管内　冬期道
路雪氷対策調査検討業務（一
式）

竹澤謙一
札幌開発建設部
札幌市中央区北2-西19

平成17年11月2日 19,635,000

本業務の遂行に当たっては、以下の条件のすべてを満たす必要がある。
①　積雪寒冷地において、行政が全国で進めてきた雪氷対策や課題に精通し
ていること。
②　民間企業等と利害関係を持たない公平性かつ中立的な判断が可能なこ
と。
③　冬期路面状況を移動観測するための新技術の開発や現地調査の実績を
有していること。
　社団法人雪センターは、活力ある雪国づくりを目指す核となるため、克雪、利
雪、親雪に関する技術開発や調査研究に加え、情報収集や提供を通し、安全
で快適な雪国の生活や雪文化の創造を目的として設立された公益法人で、以
下のとおり専門的な知識・経験等を有しており、本業務を遂行することができる
唯一の法人である。
①　道外において積雪寒冷地での「雪みらい」等のイベントを主催するなど、全
国で進めてきた雪氷に関する国の施策を始め、各地における雪対策の取組な
どに精通していること。
②　公益法人としての公平性かつ中立性を有すること。
③　本業務に必要な冬期路面状況を移動観測するための「サーマルマッピン
グシステム」に関する特許（特許番号第2972173号、特願2005－196607）及び
観測車両等を保有していること。また、東北及び北陸地方において、本システ
ムによる現地調査の実績を有し、これらのデータを数多く蓄積しているととも
に、観測手法並びにデータ解析に精通していること。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号の規定に基づき、上記法人を随意契約の相手方として選定する
ものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争等に
移行すること
としたもの

公募手続きを
導入

9193 （財）公園緑地管理財団
滝野公園　管理運営検討業務
（一式）

吉田幹雄
札幌開発建設部国営滝野すず
らん丘陵公園事務所
札幌市南区滝野２４７番地

平成17年11月18日 20,945,000

本業務の遂行に当たっては、以下の条件のすべてを満たす必要がある。
①国営公園の管理運営に直接関わる検討のため、行政的な視点での検討が
重要となることから、公共性が高く、中立性かつ公平性を有すること。
②国営公園管理への市民参加の実施に関して豊富な知識と経験を有している
こと。
③滝野公園の地域特性、公園特性を踏まえた公園の管理運営に関する豊富
な知識を有すること。
④大規模公園における利用者の行動特性について豊富な知識を有すること。
　（財）公園緑地管理財団は、公園緑地の管理に関する総合的な研究調査、
技術開発及び公園緑地の利用増進のための知識の普及啓蒙並びに国営公
園等の維持管理業務を行い、もって国民の心身の健全な発達に寄与すること
を目的として設立された公益法人で、滝野公園をはじめ全国の国営公園のう
ち１４の国営公園において維持管理業務を受託しており、国営公園の管理・運
営に関して精通しているとともに、高度な技術と豊富な経験並びに公益法人と
しての立場から高い公共性、中立性かつ公平性を有していることから、本業務
を遂行することができる唯一の法人である。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するもの
である。

見直しの余地
があるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
契約では、企
画競争を実施
し、20年度以
降、総合評価
による一般競
争等に移行）

9194
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

直轄堰堤維持の内　桂沢ダム管
理補助業務（一式）

品川　守
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月1日 11,014,000

本業務を遂行するにあたっては、ダム・河川管理に関する高度な知識経験を
有するほか、ダム事業全般に関わる技術・知識及び行政的な視野からの広範
な知見を有していることが不可欠である。
　財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道総合開発の円滑な展開
に寄与することを目的として設立され、北海道における河川防災に関わる国土
保全と利用に関する総合的な調査・研究や技術開発を行っている。
　上記法人は、河川事業及びダム技術に関する幅広い知識と豊かな経験実績
を有しており、ダム管理に関する専門的知識及び技術を認定した「ダム管理技
士」の資格を有する職員が数多く在籍している公益法人である。
　よって、会計法第29条の3第4項（予決令第102条の4第3号）の規定により、
財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約を締結するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9195
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

直轄堰堤維持の内　金山ダム管
理補助業務（一式）

品川　守
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月1日 11,108,000

本業務を遂行するにあたっては、ダム・河川管理に関する高度な知識経験を
有するほか、ダム事業全般に関わる技術・知識及び行政的な視野からの広範
な知見を有していることが不可欠である。
　財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道総合開発の円滑な展開
に寄与することを目的として設立され、北海道における河川防災に関わる国土
保全と利用に関する総合的な調査・研究や技術開発を行っている。
　上記法人は、河川事業及びダム技術に関する幅広い知識と豊かな経験、実
績を有しており、ダム管理に関する専門的知識及び技術を認定した「ダム管理
技士」の資格を有する職員が数多く在籍している公益法人である。
　よって、会計法第29条の3第4項（予決令第102条の4第3号）の規定により、
財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約を締結するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入
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9196
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

直轄堰堤維持の内　滝里ダム管
理補助業務（一式）

品川　守
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月1日 35,932,000

本業務を遂行するにあたっては、ダム・河川管理に関する高度な知識経験を
有するほか、ダム事業全般に関わる技術・知識及び行政的な視野からの広範
な知見を有していることが不可欠である。
　財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道総合開発の円滑な展開
に寄与することを目的として設立され、北海道における河川防災に関わる国土
保全と利用に関する総合的な調査・研究や技術開発を行っている。
　上記法人は、河川事業及びダム技術に関する幅広い知識と豊かな経験、実
績を有しており、ダム管理に関する専門的知識及び技術を認定した「ダム管理
技士」の資格を有する職員が数多く在籍している公益法人である。
　よって、会計法第29条の3第4項（予決令第102条の4第3号）の規定により、
財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約を締結するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9197
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

直轄堰堤維持の内　漁川ダム管
理補助業務（一式）

品川　守
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月1日 23,869,000

本業務を遂行するにあたっては、ダム・河川管理に関する高度な知識経験を
有するほか、ダム事業全般に関わる技術・知識及び行政的な視野からの広範
な知見を有していることが不可欠である。
　財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道総合開発の円滑な展開
に寄与することを目的として設立され、北海道における河川防災に関わる国土
保全と利用に関する総合的な調査・研究や技術開発を行っている。
　上記法人は、河川事業及びダム技術に関する幅広い知識と豊かな経験、実
績を有しており、ダム管理に関する専門的知識及び技術を認定した「ダム管理
技士」の資格を有する職員が数多く在籍している公益法人である。
　よって、会計法第29条の3第4項（予決令第102条の4第3号）の規定により、
財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約を締結するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9198
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

直轄堰堤維持の内　豊平峡ダム
外管理補助業務（一式）

品川　守
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月1日 35,612,000

本業務を遂行するにあたっては、ダム・河川管理に関する高度な知識経験を
有するほか、ダム事業全般に関わる技術・知識及び行政的な視野からの広範
な知見を有していることが不可欠である。
　財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道総合開発の円滑な展開
に寄与することを目的として設立され、北海道における河川防災に関わる国土
保全と利用に関する総合的な調査・研究や技術開発を行っている。
　上記法人は、河川事業及びダム技術に関する幅広い知識と豊かな経験、実
績を有しており、ダム管理に関する専門的知識及び技術を認定した「ダム管理
技士」の資格を有する職員が数多く在籍している公益法人である。
　よって、会計法第29条の3第4項（予決令第102条の4第3号）の規定により、
財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約を締結するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9199
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

石狩川水系河川整備計画検討
業務（一式）

品川　守
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月6日 188,309,000

本業務の履行にあたって契約業者は、
　①　河川整備計画を策定するにあたって、行政的な見地からの広範な知見と
高い公共性・中立性を有すること。
　②　寒冷地河川および北方圏特有の自然環境、社会環境に関する広範な知
見を有すること。
　③　河川整備計画の策定にあたり、治水事業に関する専門的な知見を有す
ること。
　④　河川整備計画に関する流域委員会の運営にあたり、運営実績が豊富で
あり学識者等の関係者との調整能力に優れていること。
の全てを満たしていることが不可欠である。
　財団法人河川防災研究センターは、北海道における河川防災に係わる国土
の保全と利用に関する総合的な調査研究及び技術開発を行い、その成果を
活用した技術情報の提供、広報、研修等を通じて事業の効率的な推進及び施
設の適正な管理に資することを目的に設立された公益法人である。
　同法人は、①公益法人であり公共性、中立性を有すること、②寒冷地河川お
よび北方圏特有の自然環境、社会環境に関する広範な知見を有すること、③
治水事業に関する専門的な知見を有すること、④各種委員会等の運営や調整
に豊富な経験と能力を有していることから、本業務の履行に必要な条件を満た
している唯一の法人である。
　よって、会計法第29条の3第4項（予決令第102条の4第3号）の規定により、
財団法人河川防災研究センターと随意契約する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）
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9200 （財）日本気象協会
夕張シューパロダム　気象調査
検討業務（一式）

品川　守
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月6日 11,655,000

本業務の履行にあたっては、
　①　気象に関する高度な知識・経験を有していること。
　②　長期間にわたり、建設が及ぼす周辺環境への影響を評価することから、
観測成果と精度は継続性が必要であること。
　上記の全てを満たしていることが不可欠である。
　財団法人日本気象協会は、気象・地象・水象等に関する科学及び技術の進
歩に協力するとともに、気象の利用方法の普及並びに指導を行うことにより気
象に関する事業の発展を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目
的に設立された法人であり、気象に関する高度な技術を有している唯一の機
関である。
　また、財団法人日本気象協会は、当ダムにおいて平成9年度に気象観測地
点選定の業務を行い、平成10年度以降継続して気象調査業務を履行してい
る。
　よって、会計法第29条の3第4項（予決令第102条の4第3号）の規定により、
財団法人日本気象協会と随意契約を実施するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9201
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

石狩川水防公開演習運営業務
（一式）

品川　守
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月13日 32,814,000

本業務の実施にあたっては、
　①　公平・中立な立場から水防に関する防災機関や市民団体等の連携と調
整を行う必要があること。
　②　防災に関する豊富な知識と経験を有すること。
などが必要不可欠である。
　財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に係わ
る国土保全と利用に関する総合的な調査・研究や技術開発を行い、北海道総
合開発の円滑な展開に資することを目的に設立された公益法人である。当財
団は、過去の石狩川水防演習において運営業務を行い良好な成果を上げ水
防演習に精通していること。また、出水にあたり現地の水防活動の技術的支
援を行うボランティアである防災エキスパート制度「北海道開発局防災エキス
パート制度要綱（河川）」（平成8年8月8日施行）に基づく運営を行っているな
ど、豊富な経験と技術を有している。
　以上のことから、本業務遂行のための必要条件を満たしている唯一性が認
められる。
根拠法令　会計法第29条の3第4項
　予算決算及び会計令第102条の4第3号

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委
託等を行わな
いものとした
もの

9202 （財）北海道開発協会
石狩川改修工事の内　河川啓
発活動外業務（一式）

平野　令緒
石狩川開発建設部岩見沢河川
事務所
岩見沢市７条東９丁目

平成17年4月13日 11,792,000

本業務の履行に当たっては、社会基盤整備に係る専門的な知識および市民
団体との連携についての情報が豊富で、業務目的を的確に理解し、情報を一
般市民に提供するにふさわしい手法について実績を有している必要がある。
　さらに情報誌の発行にあたっては、地方自治体や市民団体を主体とした編
集委員会を設け、意見を反映しながら編集を行う上での企画運営が必要であ
る。
　本業務を委託するにあたり北海道開発の推進に寄与する調査研究や広報
活動などを行うことを目的に設立された財団法人北海道開発協会は、北海道
開発事業に係わる専門的な知識を有し、北海道開発事業に関する様々な機
関誌その他印刷物刊行の実績を持ち、十分な編集技術を有する財団である。
　よって本業務は、会計法第29条の3第4項（予決令第102条の4第3号）の規定
により、財団法人北海道開発協会と随意契約を実施するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

9203
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

石狩川改修工事の内　幾春別
川流域計画検討業務（一式）

平野　令緒
石狩川開発建設部岩見沢河川
事務所
岩見沢市７条東９丁目

平成17年4月13日 12,218,000

本業務の履行に当たっては、河川行政に係る専門的な知識および流域の社
会的背景を十分把握した上で、今後の河川の適正な整備や維持管理の実現
を目指すための方策、それに向けた資料整理を行い、河川管理者と地域住民
との意見交換を通して、円滑なパートナーシップを構築し、地域発展に結びつ
けることが必要である。
　本業務を委託するにあたり、北海道の河川防災に係る調査研究や技術開
発、その成果を活用した技術情報の提供・広報などを通じて北海道開発事業
の円滑な推進を行うことを目的に設立された財団法人北海道河川防災研究セ
ンターは、北海道開発事業に係わる専門的な知識を有し、治水事業に伴う地
域開発に関する調査研究や各種講演会・検討委員会などの運営経験も豊富
で的確に本業務を実施する能力と体制を有している財団である。
　以上のように要件を具備しているのは当財団の他にない。
　よって本業務は、会計法第29条の3第4項（予決令第102条の4第3号）の規定
により、財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約を実施するもので
ある。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9204 （財）河川環境管理財団
茨戸川清流ルネッサンスⅡ行動
計画推進業務（一式）

品川　守
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月20日 103,739,000

本業務の実施に当たっては、河川環境管理に関する豊富な知見、高度な技
術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専門の学識者、
専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要となる。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平な検討が必要
である。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
(H19年度以降
一部総合評価
等による一般競
争に移行
(34,388千円)、
一部企画競争を
実施(69,351千
円)）

9205
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

現場技術業務（一式）
品川　守
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月20日 535,286,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9206
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

積算資料作成業務（一式）
品川　守
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月20日 368,792,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9207 （財）河川環境管理財団
直轄堰堤維持の内　滝里ダム水
源地域ビジョン推進会議運営業
務（一式）

品川　守
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月20日 9,240,000

本業務の実施に当たっては、当該水源地の特性について精通し、かつ、水源
地環境に関する知見、水環境や、水環境管理に関する知見、技術、データの
蓄積を有していることが必要である。また、行政の計画である水源地ビジョン
検討にあたって、特定の関係者の利害に影響することなく、中立公平性を持っ
た検討が必要である。さらに、検討内容が多岐にわたることから、様々な分野
の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要とな
る。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
(H19年度以降
企画競争を実
施）

9208
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

水災に強い地域づくりモニター
運営業務（一式）

品川　守
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月20日 20,160,000

本業務の遂行にあたっては、協議会関係機関の体制に精通し、防災に関する
高度な知識と経験を有するとともに、市民や防災ボランティア等と協働で実施
する事業の運営等において行政的な視野にたった広範な知見を有しているこ
とが必要不可欠である。
　財団法人北海道河川防災研究センターは、洪水から生命・財産・地域を守
り、安全で豊かな河川環境を目指して、国土の保全と利用に関する総合的な
調査研究及び技術開発を行い、その成果を活用した技術情報の提供・広報・
研修等を通じて、事業の効果的な推進及び施設の適正な管理に資することを
目的として昭和61年に設立された公益法人である。
　上記法人は、河川の防災に関する高度な知識と経験を有し、平成9年から13
年の豊平川洪水危機管理検討委員会の運営や、平成15、16年にも豊平川の
洪水危機管理に関する業務に携わり、地域・市民団体等への防災情報の提
供や啓発活動に関する豊富な実績を有している。
　また、平成8年より、防災エキスパート事務局として災害時にエキスパート派
遣の調整や運営を行っている。
　よって、会計法第29条の3第4項（予決令102条の4第3号）の規定により、財
団法人北海道河川防災研究センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

9209 （財）ダム技術センター
夕張シューパロダム　コスト縮減
検討業務（一式）

品川　守
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月20日 19,715,000

本業務は、ダムの設計・施工に係る高度な技術力とダム事業に係る豊富な行
政経験のみならず、あわせて、豊富に蓄積されたダムの設計・施工に関する
データベースの活用や関係専門家からの広範な情報収集が必要であるが、当
該データベースを有するのは当法人のみであり、また、様々な技術開発動向
等を踏まえた特定コンサルタントや施工業者の視点によらない中立的、公平
的かつ行政的な立場で業務遂行が求められている。これらの条件を満たすの
は当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

随意契約によら
ざるを得ないも
の（7,715千円）

公募手続きを
導入(12,000千
円)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9210 （財）河川情報センター
危機管理演習実施検討外業務
（一式）

品川　守
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年4月27日 41,914,000

本業務の遂行にあたっては、当部及び関係する自治体等の防災業務に関す
る実務的な資料を収集し、併せて防災担当者へのヒアリング等を実施して、現
状の防災体制の課題の抽出・検証に結びつく演習シナリオを作成する必要が
あるとともに、演習開催までの各機関との綿密な調整、演習実施時の輻輳す
る状況の中での臨機応変な進行・運営が必要があり、河川の災害対策及び防
災情報の伝達に関して行政的な視野に立った広範な知見と演習の豊富な経
験を有していることが必要不可欠である。
　財団法人河川情報センターは、河川及びその流域に関する情報の収集、処
理、加工及び提供に関する調査研究及び技術開発を行い、その成果を広く国
民社会に活用し、もって水災害による被害の軽減並びに河川の適正な管理及
び利用の増進に資することを目的として設立された公益法人である。
　上記法人は、防災情報も含む河川情報の解析・管理・提供に関する高度な
知識・経験を有しているとともに、洪水災害を想定したロールプレイング方式に
よる危機管理演習の検討・運営・補助に関する全国的な数多くの実績を持ち
そのノウハウに精通しており、平成16年度豊平川洪水危機管理演習の企画・
運営を円滑に実施している。また浸水域を時系列で表示する動画作成技術を
開発し、平成16年度は豊平川外2河川の作成実績を有している。
　よって、会計法第29条の3第4項（予決令第102条の4第3号）の規定により、
財団法人河川情報センターと随意契約を実施するものである。

その他のもの
―
（Ｈ１７年度
限り）

9211
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

石狩川水防公開演習用破堤実
験運用業務（一式）

鎌田　照章
石狩川開発建設部札幌河川事
務所
札幌市南区３２条西８丁目

平成17年4月27日 14,910,000

本業務の遂行に当たっては、洪水によって河川堤防が破堤にいたるメカニズ
ムについて、十分な知識と経験を有していることが不可欠である。
　財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に係る
国土の保全と利用に関する総合的な調査研究及び技術開発を行い、その成
果を活用した技術情報の提供、広報、研修等通じて、北海道総合開発の円滑
な展開に寄与することを目的とした公益法人である。また、「北海道防災エキ
スパート制度＜河川＞」の事務局を担当し、大規模災害時に、エキスパートと
の連絡調整、河川管理施設及び公共土木施設の被災情報収集に寄与すると
ともに、これらの整備・管理等に豊富な知識と経験を有している。
　よって、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号の規定によ
り、財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約を結ぶものである。

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委
託等を行わな
いものとした
もの

9212
（財）リバーフロント整備セン
ター

石狩川自然再生事業検討業務
（一式）

品川　守
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年5月11日 47,208,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

9213 （財）河川環境管理財団
直轄堰堤維持の内　金山ダム水
源地域ビジョン推進連絡会運営
業務（一式）

品川　守
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年5月11日 10,304,000

本業務の実施に当たっては、当該水源地の特性について精通し、かつ、水源
地環境に関する知見、水環境や、水環境管理に関する知見、技術、データの
蓄積を有していることが必要である。また、行政の計画である水源地ビジョン
検討にあたって、特定の関係者の利害に影響することなく、中立公平性を持っ
た検討が必要である。さらに、検討内容が多岐にわたることから、様々な分野
の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要とな
る。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
(H19年度以降
企画競争を実
施）

9214 （財）河川環境管理財団
直轄堰堤維持の内　桂沢ダム水
源地域ビジョン検討業務（一式）

品川　守
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年5月18日 14,700,000

本業務の実施に当たっては、当該水源地の特性について精通し、かつ、水源
地環境に関する知見、水環境や、水環境管理に関する知見、技術、データの
蓄積を有していることが必要である。また、行政の計画である水源地ビジョン
検討にあたって、特定の関係者の利害に影響することなく、中立公平性を持っ
た検討が必要である。さらに、検討内容が多岐にわたることから、様々な分野
の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要とな
る。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
(H19年度以降
企画競争を実
施）

9215 （財）河川環境管理財団
直轄堰堤維持の内　豊平峡・定
山渓ダム水源地域ビジョン検討
業務（一式）

中津川　誠
石狩川開発建設部豊平川ダム
統合管理所事務所
札幌市南区南３２条西８丁目

平成17年5月20日 14,070,000

本業務の実施に当たっては、当該水源地の特性について精通し、かつ、水源
地環境に関する知見、水環境や、水環境管理に関する知見、技術、データの
蓄積を有していることが必要である。また、行政の計画である水源地ビジョン
検討にあたって、特定の関係者の利害に影響することなく、中立公平性を持っ
た検討が必要である。さらに、検討内容が多岐にわたることから、様々な分野
の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要とな
る。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
(H19年度以降
企画競争を実
施）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9216
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

堤防安全対策検証業務（一式）
品川　守
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年5月25日 109,082,000

本業務を遂行するにあたっては、北海道の軟弱地盤に対する知識をはじめ河
川管理施設への十分な認識、河川環境の整備と保全についての知識など、総
合技術に精通していることはもとより、委員会の運営、技術書の取りまとめ及
び普及等を行うための公益性、公平性が求められる。
　「財団法人北海道河川防災研究センター」は、北海道における河川防災に係
わる総合的な調査研究及び技術開発を行い、その成果を活用することにより
河川防災など開発事業の効率的な推進に寄与することを目的に設立された公
益法人であり、河川事業の専門的な知識と経験を有している。
　本業務を委託するにあたり、このような要件を具備しているのは当財団にお
いて他にはない。
　よって、会計法第29条の3第4項（予決令第102条の4第3号）の規定により、
随意契約を実施するものである。

見直しの余地が
あるもの

①平成19年度
において一般競
争入札等に移
行したもの
（10,000,000円）
②平成18年度
以降、企画競争
方式に移行した
ものの
（99,082,000円）

9217
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

直轄堰堤改良の内　豊平峡ダム
斜面対策協議会運営業務（一
式）

中津川　誠
石狩川開発建設部豊平川ダム
統合管理所事務所
札幌市南区南３２条西８丁目

平成17年6月1日 17,850,000

合意形成のための「協議会」を運営し、豊平峡ダムに適した「景観整備ガイドラ
イン」を作成するためには、ダム周辺の地域性が勘案されることと行政的見地
からの高い公平性が不可欠である。
　財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に係わ
る国土保全と利用に関する総合的な調査研究及び技術開発を行い、その成
果を活用した技術情報の提供、広報、研修等を通じて事業の効率的な推進及
び施設の適正な管理に資することにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄
与することを目的に設立されており、これまで「豊平峡ダム斜面対策技術検討
会」を運営し、かつ「豊平峡ダム景観整備マスタープラン」の作成実績を有して
いる。
　よって、会計法第29条の3第4項（予決令第102条の4第3号）の規定のうち「契
約の目的が競争を許さない場合」に該当することから、財団法人北海道河川
防災研究センターと随意契約を実施するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9218 （財）国土技術研究センター
河川堤防浸透実験評価検討業
務（一式）

品川　守
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年7月6日 49,513,000

本業務の履行にあたっては、
　①　河川砂防技術基準や河川管理施設構造令、河川堤防設計指針、河川
堤防の構造検討の手引きなどの堤防設計手法に関する行政的な見地からの
広範な知見と高い公共性、中立性を有すること。
　②　河川堤防の構造・設計手法について卓越した技術力、河川堤防の浸透
問題に関し豊富な経験さらに、河川堤防に関わる専門的な 新の技術・知見
を有すること。
　③　実堤防を用いた浸透実験とその挙動解明という特殊な調査・解析を行う
ための多くの知見を有すること。
の全てを満たすことが不可欠である。
　財団法人国土技術研究センターは、わが国における建設技術発展の支柱と
なり、国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合的、かつ、
効果的に行うとともに、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技
術の向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与することを目的に設立された公
益法人である。
　同法人は、①公益法人であり公共性、中立性を有すること、②河川堤防設計
指針の作成に関わるなど、河川堤防の構造・設計手法に関して豊富かつ卓越
した技術力を有していること、③実堤防を用いた浸透実験に関する多くの知見
を有し、河川堤防に関する豊富な経験と能力を有していることから、本業務の
履行に必要な条件を満たしている唯一の法人である。
　よって、会計法第29条の3第4項（予決令第102条の4第3号）の規定により、
財団法人国土技術研究センターと随意契約を実施する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

9219 （財）河川環境管理財団
石狩川下流堤防草本管理指針
検討業務（一式）

品川　守
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年7月6日 51,460,000

本業務は、効率的な堤防管理並びに花粉症対策を目的とする技術的なマニュ
アルを検討・作成するための業務であり、判断の中立性・公平性が特に求めら
れるものである。また、マニュアルの作成と検証のためには当財団がこれまで
の研究並びにモデル河川での実践の中で蓄積してきた当財団が唯一所有す
る植生図、根毛量、花粉症対策など１６項目以上に及ぶ全国の主要河川での
「堤防植生データベース」が必要。さらに、本業務の実施に当たっては、水環境
改善に関する豊富な知見、高度な技術、検討事例等のデータの蓄積を有し、
かつ、様々な分野の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有
することが必要。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入
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9220 （財）北海道開発協会
直轄堰堤維持の内　金山ダム工
事記録編纂業務（一式）

品川　守
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年7月6日 7,266,000

本業務の履行にあたっては、
　①　工事記録誌を編纂する上で、北海道開発事業における石狩川流域の治
水事業の歴史を踏まえて行政的な見地から公共事業に係わる広範な知見を
有し、且つ、当時、建設事業に携わった関係者の協力及びアドバイス（会議を2
回程度実施）を受ける必要から、高い調整能力と公平性・中立性を有するこ
と。
　②　ダム事業の歴史やダム技術に精通し、既存資料の重要度判定や編纂方
法等を判断するための専門的な知見を有すること。
　③　直轄ダムの工事誌編纂と合わせ、建設後長期間経過したダムの工事記
録を編纂しているなどの実績を有すること。
の全てを満たすことが不可欠である。
　財団法人北海道開発協会は、北海道開発の推進達成に寄与し、あわせて北
海道開発関係者の福利厚生を増進することを目的として設立された公益法人
であり、目的達成のため、広報活動及び印刷物の刊行頒布、事業の受託等も
行っている。
　同法人は、①公益法人であり公平性、中立性を有すること、②石狩川等の治
水史やダム事業に精通していること、③滝里ダム、定山渓ダム等の工事誌編
纂や建設後30年を経過した豊平峡ダムの工事記録編纂の実績など豊富な経
験と実績を有しており、本業務の履行に必要な条件を満たしている唯一の法
人である。
　よって、会計法第29条の3第4項（予算決算及び会計令第102条の4第3号）の
規定により 財団法人北海道開発協会と随意契約を行うものである

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの

9221
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

石狩川改修工事の内　空知川
流域計画検討業務（一式）

葛西　聡
石狩川開発建設部滝川河川事
務所
樺戸郡新十津川町字中央８９

平成17年7月19日 22,238,000

本業務の遂行にあたっては、
　①　社会性の高い地域計画である空知川流域の河川整備計画を検討する
にあたっての行政的な見地からの広範な知見と高い公平性、中立性を有する
こと
　②　空知川及び石狩川における河川整備計画、北海道における河川防災等
に関する広範な知見を有すること
　③　懇談会の設置・運営や住民の意識調査の取りまとめに関する業務実績
を有すること
　のすべてを満たしていることが不可欠である。
　財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に関わ
る国土保全と利用並びに環境保全に関する総合的な調査・研究や技術開発、
かつ、技術情報の収集、処理及び提供を行うことを通じ事業の効率的な推進
に資することを目的に設立された公益法人である。
　同法人は、①公益法人であり公平性、中立性を有すること、②空知川流域に
関する治水及び流域の特性を十分熟知しており、広範な知見を有すること、③
前年度までの「空知川流域懇談会運営業務」や、北海道における他の流域な
どの懇談会の運営及び検討等も行っており、十分な経験・知識・能力を有して
いることから、本業務の履行に必要な条件を満たしている唯一の法人である。
　よって、会計法第29条の3第4項（予決令第102条の4第3号）の規定により、
財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9222 （財）国土技術研究センター 柔構造樋門検討業務（一式）
品川　守
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年7月27日 31,500,000

本業務の履行にあたって契約者は、
①　河川砂防技術基準、河川管理施設構造令、土木構造物設計マニュアル
（案）に関わる設計・施工の手引き（案）、柔構造樋門の手引きなどの樋門設計
手法に関する行政的な見地からの広範囲な知見と高い公共性、中立性を有す
ること。
②　柔構造樋門における全国的指針づくりの調査・検討を行い、又長年蓄積し
たデーターを有しており、北海道における泥炭性軟弱地盤における柔構造樋
門の設計法の解析を行うための豊富な知識及び専門的な 新の技術を有す
ること。
③　石狩川下流において、柔構造樋門の動態観測の調査・解析を行うための
多くの知見を有すること。
　財団法人国土技術研究センターは、わが国における建設技術発展の支柱な
り、国と社会が要請する新しい建設技術に関する調査研究を総合的、かつ、効
果的に行うとともに、新しい建設技術の活用と普及を行うことにより、建設技術
の向上を図り、もって国民福祉の向上に寄与することを目的に設立された財団
法人である。
　同法人は、公益法人であり公共性、中立性を有すること、柔構造樋門におけ
る全国的指針づくりの調査・検討を行い、又北海道における泥炭性軟弱地盤
における柔構造樋門の設計法の解析の技術を有していること、柔構造樋門の
動態観測の調査・解析を行うための多くの知見を有していることから、本業務
の履行に必要な条件を有している唯一の法人である。
　よって、会計法第29条の3第4項（予算決算及び会計令第102条の4第3号）の
規定により、上記業者を選定し、随意契約とするものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
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9223
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

幾春別川総合開発事業の内　ダ
ム周辺環境調査検討業務（一
式）

品川　守
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年7月27日 91,512,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

9224 （財）北海道開発協会
幾春別川総合開発事業の内
幾春別川ダム文化財保全検討
業務（一式）

品川　守
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年7月27日 14,370,000

本業務の履行に当たっては、
①　幾春別川総合開発事業の推進に向けて行政機関や学識経験者との調整
を円滑に進める必要があり、行政的見地からの公平性・中立性を有しているこ
と。
②　北海道開発事業および開発に関わる文化財保護等についての情報収集
能力や豊富な知識、経験があり、企画・調整能力を有していること。
　を満たしていることが不可欠である。
　財団法人北海道開発協会は、北海道開発の推進達成に寄与し、あわせて北
海道開発関係者の福利厚生を増進することを目的として設立された公益法人
である。
　同法人は、公益法人として北海道開発事業に寄与し、幾春別川総合開発事
業においては、「幾春別川ダム化石保全検討委員会及び調査部会｣の設立・
運営等に平成3年から携わり、その経緯や関係者の事情等について詳細を熟
知しているとともに、適切且つ緻密な企画・調整能力を発揮して、公平・中立的
立場から円滑な業務運営を遂行している。
　これらのことから、財団法人　北海道開発協会は、上記の業務履行に必要と
する条件を満たす唯一性が認められる。
　以上により、財団法人　北海道開発協会は、会計法第29条の3第4項（予算
決算及び会計令第102条の4第3号）の規定により、随意契約の相手方として
選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9225 （財）河川環境管理財団
石狩川河川水辺の国勢調査計
画検討業務（一式）

神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年8月3日 29,248,000

本業務の実施に当たっては、北海道の河川における豊富な調査の実績、ノウ
ハウを有し、河川の形態・特性、気象状況等に精通しており、また、北海道の
河川における河川環境管理計画についての豊富な検討実績を有し、様々な
データ等の蓄積を有していることが必要である。
さらに、業務の成果が、行政の基本的な方向性につながることから、特定の利
害によらない公益法人による公平中立的な立場での業務遂行が必要である。
さらに、常設の研究会等を通じた広範にわたる学識者、専門家のネットワーク
を有し、豊富な情報収集能力を有していることが必要である。従って当該業務
の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
(H19年度以降
企画競争を実
施）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9226 （財）日本気象協会
直轄堰堤維持の内　豊平川ダム
群融雪出水予測業務（一式）

藤浪　武史
石狩川開発建設部豊平川ダム
統合管理所事務所
札幌市南区南３２条西８丁目

平成17年8月23日 22,679,000

本業務の履行にあたって契約業者は、
　①　ダムの管理を通した公共の福祉の増進を図るうえで必要な行政的観点
からの広い視野と高い公平性・中立性
　②　積雪寒冷地特有の特徴を持つ北海道内の降雨、降雪、融雪状況に関す
る専門的な知見
　③　豊平峡ダムにおける降雨調査の実績及びデータの蓄積が有り、融雪出
水予測に大雪や大雨等の気象上の変動を随時反映することができる技術
の全てを満たしていることが不可欠である。
　財団法人日本気象協会は、気象・地象・水象等「以下「気象」という。」に関す
る科学及び技術の進歩に協力するとともに気象の利用方法の普及並びに指
導を行うことにより気象に関する事業の発展をはかり、もって公共の福祉の増
進に寄与することを目的として設立された公益法人である。
　同法人は、①公益法人であり、ダムの管理を通した公共の福祉の増進の推
進という行政的観点から広い視野と高い公平性、中立性を有すること。②北海
道の降雨、降雪、融雪等、積雪寒冷地特有の気象状況に精通していること。
③豊平峡ダムにおける降雨調査及び解析の業務実績など現地の状況に精通
しており融雪出水予測に気象上の変動を随時反映することができる技術を有
すること。
　これらの豊富な経験と能力を有していることから、本業務の履行に必要な条
件を有している唯一の公益法人である。
　よって、会計法第29条の3第4項（予決令第102条の4第3号）の規定により、
財団法人日本気象協会と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9227
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

石狩川水系土砂管理計画検討
業務（一式）

神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年9月21日 26,040,000

本業務の履行にあたっては、
　①　水系一貫の土砂管理計画を検討するにあたっての行政的な見地からの
広範な知見と高い公平性、中立性
　②　寒冷地河川特有の洪水流出形態や土砂生産・移動等、北方圏の河川技
術に関する広範な知見
　③　土砂動態に関する専門的な知見、国土保全に関する総合的な研究を進
めるための高度な知識、実績
　の全てを満たしていることが不可欠である。
　財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に関わ
る国土保全と利用に関する総合的な調査・研究や技術開発を行い、その成果
を活用した技術情報の提供広報・研修等を通じて、事業の効率的な推進に寄
与することを目的に設立された公益法人である。
　同法人は、①公益法人であり公平性、中立性を有すること、②寒冷地特有の
河川技術に精通していること、③石狩川水系河川整備計画の検討、石狩川水
系土砂管理計画の検討の実績を始め、これらに関する専門的知識と豊富な経
験を有していることから、本業務の履行に必要な条件を満たしている唯一の法
人である。
　よって、会計法第29条の3第4項（予決令第102条の4第3号）の規定により、
随意契約の相手方として選定するのである。

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

9228 （財）ダム技術センター
幾春別川総合開発事業の内
三笠ぽんべつダム台形ＣＳＧ材
料検討業務（一式）

神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年9月21日 58,800,000

本業務は、新型式のダムである台形ＣＳＧダムの設計を行うものであるが、右
記のように、堤体設計に必要な基本情報であるＣＳＧの強度特性の評価のた
めの試験方法等についてはＪＩＳ等による基準化に至っておらず、また施工管
理等の技術マニュアルも確立していないことから、当法人以外が実施するの
は極めて困難な状況にある。また、本業務には全国の本型式適用またはその
予定のダムＣＳＧの材料特性や試験施工に関するデータが不可欠であるが、
これらを有しているのは当法人のみである。さらに、ダム事業のコスト縮減や
環境負荷軽減が政策課題となっている中で、これらの実現に極めて有効な新
技術として今後とも公益的観点からその開発と実用化を推進する必要があり、
そのためには特定の利害によらない中立的立場から技術開発と改良を行って
いく必要があるが、当該技術の適用性に関する技術的判断やその合理的な理
解に基づく設計・施工計画等の検討には、当該ダムだけでなく全国の他のダ
ムサイトにおける地質条件その他の設計条件や施工実績等を熟知し、それら
との比較分析・評価できる高度な技術的能力が不可欠である。これらの条件
を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

随意契約によら
ざるを得ないも
の（13,800千円）

公募手続きを
導入(45,000千
円)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
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契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
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講ずる措置 備考

9229
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

夕張シューパロダム　ダム周辺
環境影響検討業務（一式）

神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年9月21日 34,440,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

9230 八千代エンジニアリング（株）
夕張シューパロダム　取水設備
実施設計外業務（一式）

神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年9月28日 43,365,000

出水放流設備の実施設計に関する広範かつ高度な知識と豊かな経験を必要
とする業務内容であることから、技術者の経験、能力及び業務に望む体制な
どを含めた技術提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確保されるプロ
ポーザル方式を採用し、技術提案書において総合的に も優れた提案を行っ
た者を特定したものであるため。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

9231 （財）北海道開発協会
石狩川改修工事の内　幾春別
川新水路工事記録史編纂業務
（一式）

平野　令緒
石狩川開発建設部岩見沢河川
事務所
岩見沢市７条東９丁目

平成17年10月13日 9,450,000

本業務の履行にあたって契約業者は、
　①　北海道開発に係わる背景・歴史について専門的でかつ公平・忠実な知
識が必要であること
　②　幾春別川新水路事業と地域との関わりについて、河川事業、地域の状
況などに精通・熟知していること
　③　記録史等の広報活動や委員会開催における様々な知識、方策などを熟
知していること
の全てを満たしていることが必要不可欠である。
　財団法人北海道開発協会は、北海道開発に関する調査研究や広報活動な
どを行い、もって北海道開発の推進達成に寄与することを目的として設立され
た公益法人である。
　同法人は、①公益法人であり、公平性、中立性を有すること、②北海道開発
事業に係わる専門的な知識、治水の歴史などに係わる広範な見識を有してい
ること、③河川事業に関する多くの情報誌・工事誌を発行した実績を持ち、十
分な編集技術を有していることから、本業務の履行に必要な条件を満たしてい
る唯一の法人である。
　よって、会計法第29条の3第4項（予決令第102条の4第3号）の規定により、
財団法人北海道開発協会と随意契約する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

9232 住友重機械工業（株）
石狩川改修附帯工事の内　東４
線橋輸送工事（一式）

神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年10月18日 1,995,000

本工事は、嶮淵川の改修計画に伴い東４線橋の架換を行うものであり、平成１
６年度施行石狩川改修附帯工事の内東４線橋上部工事において製作を行っ
た橋体及び付属品の輸送を行うものである。平成１６年度施行「石狩川改修附
帯工事の内東４線橋上部工事」の特記仕様書において、工場製作後の橋体及
び付属品について、①「橋体及び付属品の製作工場での良好な保管を行うこ
と」②「橋体及び付属品の輸送については、次年度、随意契約を締結するもの
とする。」と定められている。この契約条件のもと、住友重機械工業株式会社と
同工事の契約を締結した。よって、会計法２９条の３第４項（予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）の規定により、上記業者と随意契約を締結する。

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）
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9233
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

直轄堰堤維持の内　金山ダム管
理施設等技術検討業務（一式）

加藤　剛
石狩川開発建設部金山ダム管
理所
空知郡南富良野町字金山

平成17年10月18日 1,050,000

本業務の履行にあたって契約業者は、
　①　ダム管理施設の機能やダム管理に関しての知識や経験を有し、行政的
な見地から公平・中立的であること
　②　積雪寒冷地、融雪出水をはじめとする北海道特有のダム管理技術、防
災技術に関する広範な知見と経験を有している
　ことが不可欠である。
　財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に係わ
る国土の保全と利用並びに環境保全に関する総合的な調査研究及び技術開
発を行い、その成果を活用した技術及び情報の提供、広報、研修等を通じ、事
業の効率的な推進及び施設の適正な管理に資することにより、北海道総合開
発の円滑な展開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、多
くのダム技術、ダム管理に精通した人材を有している。
　同法人は、①行政的な見地から広範な知見を持つ公益法人であり、公平
性、中立性を有すること。②積雪・寒冷地である北海道における河川やダムに
関する広範な知見を有し、かつダム管理技術者を保有していること。③金山ダ
ムの工事の履歴や地域性、貯水池の運用、操作方法、ダム下流河川の安全
度や市町村の実態、本業務の履行に必要な上記の条件を満たしている唯一
の法人である。
　よって、会計法第29条の3第4項（予決令第102条の4第3号）の規定により、
財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約する。

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

9234
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

夕張シューパロダム　技術提案
等審査補助業務（一式）

神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年10月19日 21,024,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者を選定する際、
価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助するものであり（上記積算補助
業務と同じ）、仮に技術提案審査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競
争が阻害され、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務が
かかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の
監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行さ
せる必要がある。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委
託等を行わな
いものとした
もの

9235
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

直轄堰堤維持の内　滝里ダム管
理施設等技術検討業務（一式）

中村　信雄
石狩川開発建設部滝里ダム管
理所
芦別市滝里町６８３番地

平成17年10月25日 1,050,000

本業務の履行にあたって契約業者は、
　①　ダム管理施設の機能やダム管理に関しての知識や経験を有し、行政的
な見地から公平・中立的であること
　②　積雪寒冷地、融雪出水をはじめとする北海道特有のダム管理技術、防
災技術に関する広範な知見と経験を有している
　ことが不可欠である。
　財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に係わ
る国土の保全と利用並びに環境保全に関する総合的な調査研究及び技術開
発を行い、その成果を活用した技術及び情報の提供、広報、研修等を通じ、事
業の効率的な推進及び施設の適正な管理に資することにより、北海道総合開
発の円滑な展開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、多
くのダム技術、ダム管理に精通した人材を有している。
　同法人は、①行政的な見地から広範な知見を持つ公益法人であり、公平
性、中立性を有すること。②積雪・寒冷地である北海道における河川やダムに
関する広範な知見を有し、かつダム管理技術者を保有していること。③滝里ダ
ムの工事の履歴や地域性、貯水池の運用、操作方法、ダム下流河川の安全
度や市町村の実態、危機管理体制、ダム周辺及び下流河川における自然環
境等について精通していることから、本業務の履行に必要な上記の条件を満
たしている唯一の法人である。
　よって、会計法第29条の3第4項（予決令第102条の4第3号）の規定により、
財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約する。

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

9236 （財）海外建設防災協会
海外事例を踏まえた危機管理向
上方策検討業務（一式）

神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年11月9日 9,765,000

　本業務を実施するためには、海外の政府及び危機管理体制について、体制
の背景にある様々な課題、検討過程等の対外的には発表されない情報も含
めて的確に把握する必要がある。これら情報の収集にあたっては、情報収集
経路を確立しておくことが必要不可欠である。
　また、海外の政府及び危機管理体制を熟知し、豊富な情報収集能力を有す
るとともに、それらに関する多数の事例、データ、調査実績・手法等を蓄積して
いることが必要である。
　当該財団は、これまでの海外の政府及び危機管理体制の調査の実施を通じ
て、また、ゼネコン、コンサルタント、電力会社等の多様な賛助会員のネット
ワークを活用した情報収集経路を持つなど、他の民間企業にはない独自かつ
豊富な情報収集能力を有している。さらに、上記調査等を通じて収集された事
例、データを豊富に蓄積している。これら当該財団が有する独自の情報収集
経路等は、本業務の遂行において、特に危機管理体制の背景にある様々な
課題、検討過程等の対外的には発表されない情報を的確に把握する際に必
要不可欠なものである。
　そのため、当該法人でなければ本検討業務において必要とする成果を得る
ことができないため、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入
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9237
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

水害に強いまちづくり事業検討
業務（一式）

神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年11月30日 10,710,000

本業務の履行にあたって契約業者は、
　①　幾春別川新水路事業の経過を熟知し、行政的な見地からの広範な知見
と高い公平性・中立性を有すること。
　②　寒冷地河川の河川防災技術に関する広範な知見・専門的知識を有する
こと。
　③　治水事業における検討会・座談会等の運営にあたり、運営実績が豊富
であり関係者との調整能力に優れていること。
の全てを満たしていることが不可欠である。
　財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に係わ
る国土の保全と利用に関する総合的な調査研究及び技術開発を行い、その
成果を活用した技術情報の提供、広報、研修等を通じて事業の効率的な推進
及び施設の適正な管理に資することを目的に設立された公益法人であること
から、本業務の履行に必要な条件を満たしている唯一の法人である。
　よって、会計法第29条の3第4項（予決令第102条の4第3号）の規定により、
財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9238 （財）河川環境管理財団
石狩川下流河岸自然再生事業
効果検討業務（一式）

渡辺　和宏
石狩川開発建設部江別河川事
務所
江別市高砂町５番地

平成17年12月1日 5,565,000

本業務の実施に当たっては、河川環境管理に関する豊富な知見、高度な技
術、検討事例等のデータの蓄積を有し、かつ、様々な分野の専門の学識者、
専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要となる。
また、行政計画に関連することから、検討に当たって中立公平な検討が必要
である。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
(H19年度以降
企画競争を実施

9239
（社）河川ポンプ施設技術協
会

篠津川排水機場外耐水化向上
対策基本検討業務（一式）

神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年12月7日 31,500,000

本業務は、排水機場の耐水化に関して検討を行うものであり、揚排水ポンプ設
備や排水機場に係わる技術基準や設計指針、点検整備要領やその策定経緯
に精通する等幅広く、多くの知識と高度な技術力が必要である。また本業務の
実施にあたっては、排水機場に関する広範な情報を必要とし、これらのデータ
を体系的に保有し収集する必要がある。さらに設計指針のない中でに業務を
遂行するには、特定の技術や企業からは異なる公平かつ中立な立場での実
施が必要不可欠である。上記の条件を満たすのは当該財団以外にない。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

9240 （財）河川情報センター
夕張川危機管理演習検討業務
（一式）

神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成17年12月21日 18,270,000

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

見直しの余地が
あるもの

①一般競争入
札等に移行する
ための準備に時
間を要するもの
（9,105千円、Ｈ
19年度以降一
部一般競争入
札に移行）　②
随意契約によら
ざるを得ないも
の（9,165千円)

9241 （財）北海道開発協会
千歳川治水対策事業に関わる
用地処理方針検討業務（一式）

神保　正義
石狩川開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

平成18年2月15日 2,940,000

本業を履行するに当たっては、次の条件をすべて満たす必要がある。
　①　用地処理に関する専門的な知識と経験を有すること
　②　用地処理項目・内容・実施時期等の処理方針は、今後当部の用地処理
を行う上での根幹であり、高い守秘性と公平性、中立性を必要とすること
　③　千歳川河川整備計画に基づく当該治水事業全般の内容を把握している
こと
　財団法人北海道開発協会は、北海道開発事業に寄与することを目的に設立
された公益法人であり、公共事業の施行に伴う損失補償に関する総合的な調
査、検討を行うとともに、用地業務に精通した経験豊富な人材を擁し、本業務
に記載した用地補償に関する業務に数多くの実績を有している。
　また、守秘性を必要とする本業務の目的に対応できる信頼性の高い法人で
あり、公平中立な立場から本業務を円滑に執行できる。
　当該法人は、前記条件を満たす唯一の法人である。
　以上のことから、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条
の4第3号の規定により、当該法人を随意契約の相手方として選定するもので
ある。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入
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9242 （財）日本気象協会
渡島・檜山地域水位流量調査外
一連業務（一式）

福田　幸司
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年4月1日 28,549,000

適時の流量等の観測能力として迅速な気象情報収集能力、観測適時予測の
ための気象予報能力及び一斉観測能力が必要であり、データの評価・管理能
力としてデータの有効性の判断能力、膨大なデータの管理能力を有する唯一
の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）

9243
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

函館開発建設部管内　道路防
災ドクター技術検討業務（一式）

福田　幸司
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年4月5日 1,260,000

道路防災対策及び災害対応は、常時より地域に即した綿密な連携を図ると共
に、災害時には迅速かつ適切な措置を講じることが必要であることから①中立
かつ公平な立場であること、②道路の管理、防災に十分な専門的知識を有す
ること、③学識経験者からなる技術検討会等の開催に豊富な経験があること、
④学識経験者と密接な関係があり、情報交換できること、⑤道路管理者、学識
経験者、専門技術者間の調整を図ること等を満たすことが必要である。
財団法人北海道道路管理技術センタ－は、北海道における一般国道等に係
る道路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効
かつ適正な利用、その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技
術開発を行うことにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与する事を目的
として設立された公益法人である。
同法人は、①公益法人であり行政的見地からの広い視野と高い公平性・中立
性を有すること、②防災ドクター制度を運用している唯一の団体で、北海道に
おける災害等の検討委員会運営の実績があり、道路管理、防災等に関する豊
富な知識と経験を有していること、③公益事業として道路管理技術委員会を設
置運営しており、各分野の学識経験者と連携し種々の研究を行っていることか
ら、本業務に必要な条件を満たしている唯一の法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により
財団法人北海道道路管理技術センタ－と随意契約を行う。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9244
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

美利河ダム直轄堰堤維持の内
ダム管理補助業務（一式）

福田　幸司
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年4月12日 13,125,000

本業務の履行にあたって契約業者は、
①ダム管理補助業務を行う上での行政的視野に立って公平性・中立性
②洪水時における状況を適切に把握する能力、ダム施設の機能や保守に関
する十分な知識など、ダムの管理に係る専門的な知見と技術
③北海道の河川における防災技術に関する広範な知見
④河川環境、ダム環境の保全についての十分な理解
の全てを満たしていることが不可欠である。
財団法人河川防災研究センタ－は、北海道における河川防災に係わる国土
の保全と利用に関する総合的な調査研究及び技術開発を行い、その成果を
活用した技術情報の提供、広報、研修等を通じて事業の効率的な推進及び施
設の適正な管理に資することにより、北海道総合開発の円滑な展開に奇与す
ることを目的に設立された公益法人である。同法人は、公益法人として公平
性、中立性を有すとともに、北海道開発局が行うダム管理に係る専門的な知
識と経験を有し、美利河ダムの貯水池の運用、操作方式、ダム下流河川の安
全度や市町村の実態、危機管理体制、ダム周辺及び下流河川における自然
環境等について精通していることから、本業務の履行に必用な上記の条件を
満たしている唯一の法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により、
財団法人北海道河川防災研究センタ－と随意契約する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9245
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

函館道路事務所管内　現場技
術業務（一式）

福田　幸司
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年4月12日 61,929,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9246
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

江差道路事務所管内　現場技
術業務（一式）

福田　幸司
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年4月12日 47,565,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入
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9247
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

八雲道路総合事業所管内　現
場技術業務（一式）

福田　幸司
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年4月12日 47,250,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9248
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

瀬棚道路総合事業所管内　現
場技術業務（一式）

福田　幸司
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年4月12日 18,480,000

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

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委
託等を行わな
いものとした
もの

9249
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

大島漁港施設施工検討業務（一
式）

毛利　照男
函館開発建設部函館港湾事務
所
函館市海岸町２５番７号

平成17年4月21日 7,274,000

本業務の履行にあたっては、
①現地波浪状況や近海仕様作業船の把握、想定される問題点を抽出しながら
の施工検討となることから、検討項目が多岐に亘るため、建設技術に関する
豊富な知識と経験を有すること。
②施工性、経済性から安全性に至るまで多岐に亘る分野の検討結果を取りま
とめ、これらを基に行政的視野に立った高度な技術、知識等を活用した判断が
できること。
③施工方法検討にあたっては、採否の優劣においては特定の私企業が有利
又は不利とならないよう中立性、公平性が強く求められることから、公益性が
高い者であること。
のすべてを満たしていることが不可欠である。
財団法人港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾、海岸及び空港の建
設・維持管理事業の発注及び施工に係わ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、海岸及び空港の建設・維
持管理事業のより一層円滑な執行を図ることを目的に設立された法人であり、
施工管理、積算、環境関係等の建設技術に関し、調査研究を広範囲に推進
し、建設技術に関する高い知識と技術力を有している組織である。また、本業
務と同様の業務に多くの実績を有し、精通していることから、同センターは本業
務の目的を達成し得る唯一の機関であると判断される。
以上のことから、本業務について会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号により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
を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9250
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

函館港湾事務所現場技術業務
（一式）

福田　幸司
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年4月26日 131,996,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ
ととしたもの

公募手続きを
導入

9251
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

江差港湾事務所現場技術業務
（一式）

福田　幸司
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年4月26日 65,604,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ
ととしたもの

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9252
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

危機管理演習支援業務（一式）
福田　幸司
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年4月26日 6,132,000

業務の履行に当たって
①北海道の道路施設等における自然災害に関して、発災の原因から対応・対
策に至るまでの専門的知識を有していること
②ロールプレイング方式の演習シナリオ作成には多岐の知識と複雑な判断を
要することから、演習業務の実績を有すること
③当部の防災事務規定を十分に熟知していること
④危機管理に関して、行政的見地からの対応方策も十分理解し、かつ熟知し
ていること
以上のすべてを満たしていることが不可欠である。
財団法人北海道道路管理技術センターは、過去３回実施している当部の演習
シナリオの作成実績を有しているとともに、「北海道における道路施設の合理
的な維持改善、高度な道路情報の提供等、道路管理に関する総合的な調査・
研究及び技術開発」などを目的として設立された公益法人であり、道内におけ
る地域防災に精通し、地域の気象や地形・地質等の特性を十分理解した学識
経験者等が専門的知見によりこれらを経年的に把握する道路防災ドクター制
度の事務局を担当し、災害の発生要因である地域の気象条件や地形地質条
件に関する専門的知識においても優れている。また、火山噴火及び地震災害
演習では道路施設はもとより、港湾施設や農業施設の被災シナリオを手掛け
ており、現実性があり、かつ多部門にわたって整合性のとれた同時進行の演
習に関する業務運営に確たる実績がある。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算及び決算会計令第１０２条の４第３
号により財団法人北海道道路管理技術センターと随意契約を結ぶものであ
る。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

9253 （財）日本気象協会
函館港外５港気象・海象観測
データ解析評価業務（一式）

毛利　照男
函館開発建設部函館港湾事務
所
函館市海岸町２５番７号

平成17年5月12日 15,511,000

本業務の履行にあたっては、
①　積雪寒冷地の気象・海象に関する専門的知識を有し、観測データの品質
管理に必要な適切な判断と評価ができること。
②　気象・海象観測機器の操作ができること。
③　異常気象発生時に、迅速に気象庁資料等必要な情報を収集し、分析等行
うための施設を備えていること。
の全てを満たしていることが不可欠である。
財団法人日本気象協会は、気象、地震、水象に関する科学及び技術の進歩
に協力するとともに、気象の利用方法の普及並びに指導を行うことにより気象
に関する事業の発展を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的に設立
された公益法人であり、日頃の事業を通じ気象・海象等に関する幅広い調査
研究を行っていることから、これらに関する専門的知識に優れ、全国的な動
向、情報全般を把握した判断力を有している。さらに同法人北海道支社は、長
年にわたり広く積雪寒冷地における気象・海象観測、予報、啓蒙に関する業務
の実績があり、高度で専門的な知識と蓄積された成果を豊富に有しているな
ど、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし、業務実施能力を有して
いる唯一の法人である。また、社団法人日本気象協会北海道支社へは、これ
までも当所における観測記録の分析、取りまとめ並びに調査検討を発注し適
正な成果を得ている。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号の規定により上記法人を随意契約の相手方として選定するもの
である。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

9254 （財）日本気象協会
江差港外３港気象・海象観測資
料解析評価業務（一式）

荒井　直人
函館開発建設部江差港湾事務
所
檜山郡江差町字姥神町１５９番
地

平成17年5月12日 12,705,000

本業務の履行にあたっては、
①　積雪寒冷地の気象・海象に関する専門的知識を有し、観測データの品質
管理に必要な適切な判断と評価ができること。
②　気象・海象観測機器の操作ができること。
③　異常気象発生時に、迅速に気象庁資料等必要な情報を収集し、分析等行
うための施設を備えていること。
の全てを満たしていることが不可欠である。
財団法人日本気象協会は、気象、地象、水象に関する科学及び技術の進歩
に協力するとともに、気象の利用方法の普及並びに指導を行うことにより気象
に関する事業の発展を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的
に設立された公益法人であり、日頃の事業を通じ気象・海象等に関する幅広
い調査研究を行っていることから、これらに関する専門的知識に優れ、全国的
な動向、情報全般を把握した判断力を有している。さらに同法人北海道支社
は、長年にわたり広く積雪寒冷地における気象・海象観測、予報、啓蒙に関す
る業務の実績があり、高度で専門的な知識と蓄積された成果を豊富に有して
いるなど、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし、業務実施能力を
有している唯一の法人である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号の規定により上記法人を随意契約の相手方として選定するもの
である。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
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9255 （社）日本作業船協会
監督測量船しらゆり改造設計業
務（一式）

福田　幸司
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年5月17日 3,621,450

本業務の履行にあたっては、民間業者の手法に偏ることがなく、既存技術及
び新技術等様々な方法での検討など情報の機密保持並びに各私企業との利
害関係がなく中立的立場で調査検討できることが担保される必要があることか
ら、公益性の高い法人との契約が必須である。
社団法人　日本作業船協会は、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として、
設立された協会である。また、作業船に関する調査・研究・改造の知識に必要
な高度な専門技術力を有し、作業船の性能向上、作業船に関する機械設備及
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、作業船に
関する資料収集、作業船に関する関係官庁に対する意見の具申及び関係団
体等との連絡調整、国内外の造船所及び主要機器メーカの実態並びに各種
作業船情報関連機器に関する調査研究事業等など多岐にわたっており、国の
事業制度に対する知識・見識・習熟度が高く応用力も優れ、行政的視野から
の広範囲は見識を有し、総合技術に精通している。さらに、作業船に関する調
査・研究・改造の知識に必要な高度な専門技術力を有し、本業務の円滑な業
務実施を図れるような民間コンサルタント業者がないため、本業務の円滑な業
務実施を図れる我が国唯一の組織である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、社団
法人日本作業船協会と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9256 （財）河川環境管理財団
後志利別川　河川水辺の国勢
調査計画検討業務（一式）

福田　幸司
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年5月17日 19,653,000

本業務の実施に当たっては、北海道の河川における豊富な調査の実績、ノウ
ハウを有し、河川の形態・特性、気象状況等に精通しており、また、北海道の
河川における河川環境管理計画についての豊富な検討実績を有し、様々な
データ等の蓄積を有していることが必要である。
さらに、業務の成果が、行政の基本的な方向性につながることから、特定の利
害によらない公益法人による公平中立的な立場での業務遂行が必要である。
さらに、常設の研究会等を通じた広範にわたる学識者、専門家のネットワーク
を有し、豊富な情報収集能力を有していることが必要である。従って当該業務
の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
(H19年度以降
企画競争を実
施）

9257 （財）日本気象協会
後志利別川流域　降雨予測提
供業務（一式）

福田　幸司
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年5月17日 7,367,000

函館管内は周囲を海に囲まれ、狭小山間部の複雑な地形が多いため、北海
道内では有数の大雨地域であり、局地的な強雨も発生する。このため、気象
情報提供者は、降雨の地域特性に熟知していること、気象の急変に対応でき
る組織力を所有すること、さらには治水管理の専門的な知見を有していること
が要求される。
財団法人日本気象協会北海道支社は、北海道内の治水管理のための降雨予
測を３０年以上実施しており、多くの経験と知識、組織力を保有し、気象等に関
する科学及び技術の進歩に協力するとともに、気象に関する事業の発展をは
かり、もって公共の福祉に寄与することを目的として設立された気象庁長官の
指導監督を受けて総合的な気象業務を遂行している唯一の公益法人である。
北海道支社には、４７名の気象予報士を有し、気象に関する観測調査、解析、
予測技術開発、気象情報システム開発など幅広い調査研究予測活動を行っ
てきている。北海道内では、札幌に２４時間体制の予測部門を維持するほか、
函館、室蘭、旭川、帯広、網走、釧路に事務所を配置し、全道レベルでの迅速
かつ均一な観測・調査と情報システムの保守体制を維持している。また、全道
的に多数の気象予測情報提供業務を受託し、豊富な経験を持つとともに、独
自の気象観測網（マメダス）と予測技術（シンフォス）を加味した局地気象予測
情報を提供している。また、函館支店にも気象予報士を配置し、現地の気象情
報を専門的な立場で把握できる体制のほか、支社にはダム管理技師の資格
者３名を保有し、治水管理の専門的な知識習得にも努めている。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、財団
法人日本気象協会と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9258 （社）日本潜水協会
函館港外６港水中部施工状況
調査業務（一式）

毛利　照男
函館開発建設部函館港湾事務
所
函館市海岸町２５番７号

平成17年5月26日 8,166,000

本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たしていることが必要である。
①港湾工事等の水中工事に関し、高度な知識と豊富な経験を有していること。
②港湾工事等の施工及び調査方法に関わる専門的な知識を有していると共
に、国土交通省が定めた「水中部施工状況調査の手引き」に定められた特定
潜水士を配置できること。
③監督業務の補助として行うものであり、公平性、中立性が強く求められるこ
とから、公益性の高いものであること。
社団法人日本潜水協会は、港湾工事に係る潜水士の技術向上、労働災害の
防止及び計画的養成を行うことにより、潜水事業の健全な発展を図り、もって
港湾整備の促進と海洋開発の振興に資することを目的に設立された公益法人
である。また、同法人は昭和６２年度から北海道開発局が実施する港湾・漁港
工事に係わる水中部施工状況調査や国土交通省各整備局等が実施する同
様の業務を受注し、優れた成果を納め、適切な監督検査業務の履行に寄与し
ており、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし業務実施能力を有し
ている唯一の法人である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条４の第３号の規
定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

9259
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

函館港島防波堤災害復旧工事
航路安全対策業務（一式）

福田　幸司
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年5月31日 38,955,000

本業務の履行にあたっては
①海上工事及び海上工事の安全管理に関する豊富な知識と経験を有するこ
と
②関係諸機関との連絡調整を行うにあたり行政的な視野に立った高度な安全
上の判断ができること
③現場安全管理にあたっては複数の工事を管理することから、特定の請負業
者が有利又は不利にならないよう中立性、公平性を確保できる者であること
のすべてを満たしていることが不可欠である。
(財)港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾、海岸及び空港の建設・維
持管理事業の発注及び施工に係わ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、海岸及び空港の建設・維持管理
事業のより一層円滑な執行を図ることを目的に設立された法人であり、海上工
事の実施に係る豊富な技術的知識を有している組織である。また、本業務と
同種の業務の実績を有し、精通していることから同センターは本業務の目的を
達成し得る唯一の機関と判断される。
以上のことから、本業務について会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号の規定により、財団法人港湾空港建設技術サービ
スセンターと随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

9260 （社）日本潜水協会
久遠漁港外２港水中部施工状
況調査業務（一式）

荒井　直人
函館開発建設部江差港湾事務
所
檜山郡江差町字姥神町１５９番
地

平成17年6月9日 3,809,000

本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たしていることが必要である。
①港湾工事等の水中工事に関し、高度な知識と豊富な経験を有していること。
②港湾工事等の施工及び調査方法に関わる専門的な知識を有していると共
に、国土交通省が定めた「水中部施工状況調査の手引き」に定められた特定
潜水士を配置できること。
③監督業務の補助として行うものであり、公平性、中立性が強くもとめられるこ
とから、公益性の高いものであること。
社団法人日本潜水協会は、港湾工事に係る潜水士の技術向上、労働災害の
防止及び計画的養成を行うことにより、潜水事業の健全な発展を図り、もって
港湾整備の促進と海洋開発の振興に質することを目的に設立された公益法人
である。また、同法人は昭和62年度から北海道開発局が実施する港湾・漁港
工事に係わる水中部施工状況調査や国土交通省各整備局等が実施する同
様の業務を受注し、優れた成果を納め、適切な監督検査業務の履行に寄与し
ており、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし業務実施能力を有し
ている唯一の法人である。
以上のことから、会計法第29条の3の第4項及び予決令102条4の第3号の規定
により、上記法人を随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

9261 （財）河川環境管理財団
美利河ダム直轄堰堤維持の内
水源地域ビジョン推進検討業務
（一式）

山根　　豊
函館開発建設部美利河ダム管
理所
瀬棚郡今金町字美利河２３０番
地

平成17年6月20日 4,725,000

本業務の実施に当たっては、当該水源地の特性について精通し、かつ、水源
地環境に関する知見、水環境や、水環境管理に関する知見、技術、データの
蓄積を有していることが必要である。また、行政の計画である水源地ビジョン
検討にあたって、特定の関係者の利害に影響することなく、中立公平性を持っ
た検討が必要である。さらに、検討内容が多岐にわたることから、様々な分野
の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要とな
る。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
(H19年度以降
企画競争を実
施）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9262
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

後志利別川　河川整備計画検
討業務（一式）

福田　幸司
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年7月5日 32,019,000

本業務の履行にあたって契約業者は、
①社会性の高い地域計画である河川整備計画を検討するに当たっての行政
的な見地からの広範な知見と高い公平性・中立性　②寒冷地河川や融雪出水
に関する災害の防止等北方圏特有の河川技術に関する広範な知見
③河川事業に関する専門的な知見、河川整備計画に関する業務実績の全て
を満たしていることが不可欠である。
財団法人　北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に係る
国土の保全と利用に関する総合的な調査研究及び技術開発を行い、その成
果を活用した技術情報の提供、広報、研修等を通じて事業の効率的な推進及
び施設の適正な管理に資することを目的に設立された公益法人である。
同法人は、①公益法人であり公平性、中立性を有すること、②後志利別川等
北方圏特有の河川技術に精通していること、③河川整備計画に関する多数の
実績や流域委員会に関する豊富な経験と能力を有していることから、本業務
の履行に必要な条件を満たしている唯一の法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３項）の規定により、
財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9263
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

函館開発建設部管内　地域道
路防災検討業務（一式）

福田　幸司
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年7月26日 15,064,000

本業務は、当協議会を運営するにあたり、①利害権限の調整に及ぶため中立
かつ公平な立場であること、②北海道における災害等の検討委員会運営の実
績があること、③道路防災連絡協議会運営の実績があること、④各種道路施
策に関する豊富な知識と経験を有していること、⑤道路管理、防災等に関する
豊富な知識と経験を有していること等を満たすことが必要である。
財団法人北海道道路管理技術センターは、北海道における一般国道等に係
る道路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効
かつ適正な利用、その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技
術開発を行うことにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与する事を目的
として設立された公益法人である。
同法人は、①公益法人であり行政的見地からの広い視野と高い公平性・中立
性を有すること、②北海道における災害等の検討委員会運営の実績を有する
こと、③道路防災連絡協議会運営の実績があり、道路管理、防災等に関する
豊富な知識と経験を有していることから、本業務に必要な条件を満たしている
唯一の法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により
財団法人北海道道路管理技術センターと随意契約を行う。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

9264 （社）海洋調査協会
海象観測システム信頼性維持
検討調査業務（一式）

福田　幸司
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年7月26日 14,070,000

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
等を熟知しているとともに、信頼性の高いデータを確保するため出力データの
適切な評価が行え、さらに、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。
（社）海洋調査協会は、海洋調査業務の発展に関する調査、研究及び気象・海
象等の観測機器の研究開発・海洋調査のための各種技術指針の作成も手が
けている。また、協会内に保守点検業務に関する学識経験者及び有識者から
なる委員会を設置し、気象・海象・地理的条件等を総合的に勘案したデータ精
度の確保に関する検討を行い、現在函館開発建設部が維持管理している海
象観測装置についてもその検討結果を反映して、常に公平かつ公正な立場か
ら、全国的な知見で信頼性の高いデータを提供している。加えて同協会は、波
浪観測に関して現在の波浪観測実施要領で波高計の標準と指定されている
海象計の開発主体であり、函館開発建設部管内に設置している海象計に関す
る特許を得ている。また、波浪・潮位データ収集システムに関する機能と出力
データをあわせて評価し同システムを熟知している。さらに海象計の方位変動
の確認及び潮位井戸の性能管理手法に関する技術的提案をしており、その提
案を確認しているところである。
以上の理由により、会計法第２９条３第４項の「契約の性質または目的が競争
を許さない場合」に基づき、（社）海洋調査協会と随意契約するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに総合評価
方式による一般
競争入札に移
行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9265
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

函館港外９港管理資料分析検
討業務（一式）

福井　　孝
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年8月3日 18,375,000

本業務の履行にあたっては、
①　国有港湾施設等の構造・施工・維持管理に関する幅広い知見を有してい
ること。
②　国有港湾施設等の維持管理に関し、専門的知識を有し、当局が貸与する
資料を理解し精査・分析できること。
③　本成果の一部は、管理委託を行う際の公文書の一環として用いられること
から、行政的視点が担保でき必要に応じて港湾管理者等と調整ができる公益
性の高い者であること。
の全てを満たしていることが不可欠である。
（財）港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾、海岸及び空港の建設・維
持管理事業実施の発注及び施工に係わ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、海岸及び空港の建設・維持
管理事業のより一層円滑な執行を図る事を目的に設立された法人であり、日
頃の事業を通じ港湾構造物の施工に関する専門的知識を有し、さらに維持管
理に関しては、自主研究として「維持管理技術に関する調査研究」を行い、事
業執行において維持管理段階における技術支援業を広く行う等、国有港湾施
設等の維持管理に関する専門的知識を有している。また、同法人は、全国的
な港湾CALSシステムの開発を通じて発注者が貸与する資料に対しても精通・
理解しているなど、上記必要事項を満たす唯一性が認められる。また、同法人
へは、これまでも継続的に本業務を発注し適正な成果を得ており、それを踏ま
えて、引き続き今年度も管理資料分析検討を行わせるものである。
以上のとおり、（財）港湾空港建設技術サービスセンターは本業務を遂行する
上で、必要とされる条件及び業務実施能力を有していると認められることか
ら、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条４の第３号の規定により、随
意契約の相手方として選定するものである。

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

9266
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

一般国道５号外　函館開発建設
部管内　道路占用適正化促進
業務（一式）

福井　　孝
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年8月3日 27,907,000

本業務の履行に当たっては、行政行為の補助に係る公共性の高い業務であ
るため、道路関係法令及び国土交通省制定の各種占用許可基準の理解はも
とより、道路の施設管理についての豊富な経験とその立場上営利を目的とし
ない公平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
財団法人北海道道路管理技術センターは、北海道における一般国道等に係
る道路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の適正
な利用その他道路管理全般について総合的な調査・研究・技術開発、道路愛
護思想の普及、道路美化事業などを行うことにより、北海道総合開発の円滑
な展開に寄与することを目的に設立された公益法人である。
当法人は本業務の履行に必要不可欠な道路関係法令及び国土交通省制定
の各種占用許可基準の理解はもとより、道路の施設管理についての豊富な行
政経験を有する職員を有しており、公平・中立的な業務遂行に対処できる。ま
た、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した実績データー等
を基に独自の業務マニュアルを整備しているとともに、研修等を継続的に行い
資質の向上に努めている。
以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯一の法人であり、
会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基
づき随意契約を行うものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9267
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

函館港外１港施設健全度点検・
評価業務（一式）

福井　　孝
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年8月30日 20,631,000

本業務の履行にあたっては
①　現場条件、施工技術を熟知したうえで、国有港湾施設の構造及び維持管
理に関して精通していること。
②　評価に当っては全国的な立場で公平かつ適切な判断ができること。
③　種々の構造や材料などに関する各種専門的な点検結果についてこれらを
基に行政的視野に立った高度な技術、知識等を活用した評価ができること。
の全てを満たしていることが不可欠である。
（財）港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾、海岸及び空港の建設・維
持管理事業の発注及び施工に係わ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、海岸及び空港の建設・維持管理
事業のより一層円滑な執行を図る事を目的に設立された法人であり、日頃の
事業を通じ港湾構造物の施工に関する専門的知識を有し、さらに維持管理に
関しては、自主研究として「維持管理技術に関する調査研究」を行い、施設の
点検診断手法、施設状態のデータベース化、適時適切な維持・改良工事の実
施手法、ライフサイクルコストの観点を踏まえたアセットマネジメント手法等の
維持管理技術に関する調査研究を広く行うなど、本財団の目的を達成するた
めに必要な事業を全国的に展開しており、上記必要事項を満たす唯一性が認
められる。また、（財）港湾空港建設技術サービスセンターへは、これまでも継
続的に本業務を発注し適正な成果を得ている。
以上のとおり、（財）港湾空港建設技術サービスセンターは本業務を遂行する
上で、必要とされる条件及び業務実施能力を有していると認められることか
ら、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条４の第３号の規定により、随
意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
（19年度から一
般競争に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9268
（社）寒地港湾技術研究セン
ター

大島漁港環境保全計画検討業
務（一式）

毛利　照男
函館開発建設部函館港湾事務
所
函館市海岸町２５番７号

平成17年9月1日 4,305,000

本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たしていることが必要である。
①本業務の成果は、今後の大島漁港の建設に反映させる基礎資料となるた
め、特定の私企業が有利又は不利とならないように中立性、公平性が強く求
められることから、公益性の高い立場での検討が求められること。
②本業務は、離島大島に植生する特異な種組成を有するという環境下にあっ
て、漁港建設による生態系への影響の有無や環境保全対策を検討するもの
であり、積雪寒冷地である大島漁港周辺の気象、海象条件についても熟知し
ているとともに、積雪寒冷地における漁港整備に関する十分な知識を有してい
ること。
③本業務は、北海道の離島の中でも極めて特異な環境である渡島大島にお
ける漁港建設や環境保全に関する専門的知識を有する有識者や学識経験者
による委員会形式により検討を行うものであり、有識者等との人的交流に優れ
ていること。
社団法人寒地港湾技術研究センターは、積雪寒冷地の氷風雪・波浪の制御
及び利用に係る港湾技術及びこれらに関する技術の調査研究に努め、積雪
寒冷地において冬に強い港湾を促進し、もって我が国の港湾の発展に寄与す
ることを目的に設立された公益法人である。
同法人は、積雪寒冷地の港湾・漁港に関する幅広い調査研究を行っており、
積雪寒冷地における生態系や環境保全並びに港湾・漁港計画に関して高い
専門的な知見や技術を有している。また、委員会形式による総合的な検討を
行った実績が豊富で、関係有識者等との人的交流も多く、高い運営能力を有
している。さらに、同法人は平成元年度より継続して本業務を履行しており、参
照した情報、履行の経緯、秘匿すべき情報、関係者の事情等を熟知しているこ
とから、本業務の履行に必要とされる用件を満たした業務実施能力を有する
唯一の法人として判断される。
以上のことから、本業務について会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条４の第３号により、上記法人を随意契約の相手方として選定するものであ
る。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9269
（社）寒地港湾技術研究セン
ター

函館港物流システム高度化調
査検討業務（一式）

福井　　孝
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年9月20日 10,719,000

本業務の履行にあたっては、以下の条件を満たすことが必要である。
①本業務は、水産物の流通実態を把握するために、地元自治体、漁業関係
者、水産業を主とした商工関係者及び地元有識者などから価格等を含んだ情
報をヒアリングする必要があることから、公平・中立性かつ高度な守秘義務が
求められること。
②効率的な輸送システムやコンテナターミナル施設の検討にあたっては、積雪
寒冷地における漁業生産活動や市場及び加工流通などの水産業全般に十分
な知識を有するのみならず、北海道の物流に関する専門的知見や積雪寒冷
克服技術についても専門的かつ幅広い知見を有し、これらを基に行政的視野
に立った高度な技術、知識等を活用した判断ができること。
③関係学識経験者・有識者による検討会を開催することから、関係学識経験
者・有識者との人的交流に優れていること。
社団法人寒地港湾技術研究センターは、積雪寒冷地の氷風雪・波浪の制御
及び利用に係る港湾技術及びこれらに関する技術の調査研究に努め、積雪
寒冷地において冬に強い港湾の整備を促進し、もって我が国の港湾の発展に
寄与することを目的に設立された公益法人である。
同法人は、北海道の港湾事業全般に係る利用特性や整備施策について幅広
い調査研究を行っており、これらに関する専門的知識に優れている。また、「北
海道物流の効率化に関する調査研究」や「北海道の港湾整備方策に関する調
査研究」等の業務を通し北海道物流に関する専門的知識を有するほか、「積
雪寒冷地における港湾・漁港の施設づくりに関する調査研究」など、積雪寒冷
下の港湾に関係する調査実績も豊富である。また、同法人は日頃の業務を通
じて、港湾利用者をはじめとする関係機関と情報ネットワークを有するととも
に、北海道物流に関する関係学識者・有識者との人的交流にも優れており、
調査を円滑に実施することが可能である。
以上のとおり、上記法人は本業務を遂行する上で必要とされる条件及び業務
実施能力を有しており、目的を達成し得る唯一の機関であることが認められる
ことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条４の第３号により、上
記法人を随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
（19年度から一
般競争に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9270
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

瀬棚港外１港施設健全度点検・
評価業務（一式）

荒井　直人
函館開発建設部江差港湾事務
所
檜山郡江差町字姥神町１５９番
地

平成17年10月21日 13,432,000

本業務の履行にあたっては
①　現場条件、施工技術を熟知したうえで、国有港湾施設の構造及び維持管
理に関して精通していること。
②　評価に当っては全国的な立場で公平かつ適切な判断ができること。
③　種々の構造や材料などに関する各種専門的な点検結果についてこれらを
基に行政的視野に立った高度な技術、知識等を活用した評価ができること。
の全てを満たしていることが不可欠である。
（財）港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾、海岸及び空港の建設・維
持管理事業の発注及び施工に係わ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、海岸及び空港の建設・維持管理
事業のより一層円滑な執行を図る事を目的に設立された法人であり、日頃の
事業を通じ港湾構造物の施工に関する専門的知識を有し、さらに維持管理に
関しては、自主研究として「維持管理技術に関する調査研究」を行い、施設の
点検診断手法、施設状態のデータベース化、適時適切な維持・改良工事の実
施手法、ライフサイクルコストの観点を踏まえたアセットマネジメント手法等の
維持管理技術に関する調査研究を広く行うなど、本財団の目的を達成するた
めに必要な事業を全国的に展開しており、上記必要事項を満たす唯一性が認
められる。また、（財）港湾空港建設技術サービスセンターへは、これまでも継
続的に本業務を発注し適正な成果を得ている。
以上のとおり、（財）港湾空港建設技術サービスセンターは本業務を遂行する
上で、必要とされる条件及び業務実施能力を有していると認められることか
ら、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条４の第３号の規定により、随
意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
（19年度から一
般競争に移行）

9271
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

函館開発建設部管内　道路管
理施設登録業務（一式）

福井　　孝
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年10月25日 38,138,000

本業務を履行するにあたっては、以下の要件を満たすことを必要とする。
本業務は、道路行政判断を伴う土木技術及びMICHIシステムに関する電子情
報技術が必要なことから、①道路管理データベース基幹システムの登録・更新
システムを有し、使用できること、②道路現況、管理の内容について多岐にわ
たる豊富な専門的知識と熟達した業務経験を有していること等を満たすことが
必要である。
財団法人北海道道路管理技術センタ－は、北海道における一般国道等に係
る道路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効
かつ適正な利用、その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技
術開発を行うことにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与する事を目的
として設立された公益法人である同法人は、①北海道において道路管理デー
タベース基幹システムの登録・更新システムを有し、使用できる唯一の法人で
あること、②道路管理関係の業務に関する豊富な知識と経験を有していること
から、本業務に必要な条件を満たしている唯一の法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により
財団法人北海道道路管理技術センタ－と随意契約を行う。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9272 （財）日本気象協会
函館開発建設部管内　冬期道
路状況予測検討業務（一式）

福井　　孝
函館開発建設部
函館市大川町１番２７号

平成17年11月22日 5,744,000

本業務を履行するにあたっては、以下の要件を満たすことを必要とする。
１） 北海道の気象に精通していること。
２） 気象観測・調査・解析に、豊富な専門的知識と熟達した業務経験を必要と
する。
３） 現在の提供情報および配信システムに精通している。
財団法人日本気象協会は観測調査・解析・予測技術開発・気象情報システム
開発など幅広い調査研究を行っている。当該業務においては平成１０年度の
基礎調査から携わっており、随意契約の相手方とするものである（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
（19年度以降、
総合評価による
一般競争に移

行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9273
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

函館空港空港施設ＣＡＬＳ登録
情報作成業務（一式）

毛利　照男
函館開発建設部函館港湾事務
所
函館市海岸町２５番７号

平成17年12月21日 12,185,000

本業務の履行にあたっては、以下の条件を満たすことが必要である。
①　施設の整備、維持管理、保全に係わる各種情報に精通していること
②　空港ＣＡＬＳシステムについてシステムプログラム内容、登録ファイルの
フォーマット形式、データー構成内容等に専門知識が必要なこと
③　本業務において登録するデーターは過去に電子納品された工事成果品を
本システムに登録するためにデーター変換を行う必要があり、電子成果品作
成要領が完備される以前の不完全なデーターであるため、その変換作業にあ
たっては高度な専門知識が必要なこと
④　業務の対象となる空港施設については重要性が高い施設であり、その設
計・施設情報、維持管理・保全情報についてはテロ対策の観点から高度な守
秘性が必要であること
⑤　アクセスが制限されているＣＡＬＳシステム自体にアクセスできること
財団法人港湾空港建設技術サービスセンターは港湾、海岸及び空港の建設・
維持管理事業の発注及び施工に係わ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、海岸及び空港の建設・維持管
理事業のより一層円滑な執行を図り、もって港湾整備及び空港整備の推進と
我が国経済の発展に寄与することを目的に設立された公益法人であり、空港
工事の発注及び施工に関し豊富な経験、及び技術的知識を有している。ま
た、空港施設ＣＡＬＳシステムに関しては、上記法人がシステムの立ち上げ段
階から現在に至るまで一貫して業務を担当し（業務実績を以下に示す）、空港
施設ＣＡＬＳシステムに関する業務の内容や本システム構成内容に精通し、登
録作業を行う事が出来るアクセス権限を与えられているなど、本業務を遂行す
る上で必要とされる条件を満たしている唯一の法人である。なお、現在の電子
成果品要領に準拠した成果品のＣＡＬＳシステムへの登録については、開発局
からはセキュリティーポリシーにより直接ファイルを登録することができず、シ
ステムの管理を行っている港湾建設技術サービスセンターにファイルを送付
し、ＣＡＬＳシステムへの登録作業を行っている状況である。＜平成9年度～平
成12年度＞羽田空港をモデル空港とした「空港施設ＣＡＬＳシステム構築」業
務＜平成13～15年度＞「全国版空港施設ＣＡＬＳシステム構築」業務「全国版
空港施設ＣＡＬＳシステム登録情報の収集、整理・作成、登録」業務＜平成13
～16年度＞・「函館空港　空港施設ＣＡＬＳ登録情報作成業務」
以上のことから会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行した
もの（19年度
から公募方式
に移行）

公募手続きを
導入

9274
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

小樽道路事務所管内　現場技
術業務（一式）

岡崎　新太郎
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５番５号

平成17年4月1日 78,216,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9275
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

倶知安道路事務所管内　現場
技術業務（一式）

岡崎　新太郎
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５番５号

平成17年4月1日 31,815,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9276
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

岩内道路事務所管内　現場技
術業務（一式）

岡崎　新太郎
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５番５号

平成17年4月1日 83,386,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9277
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

寿都道路建設事業所管内　現
場技術業務（一式）

岡崎　新太郎
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５番５号

平成17年4月1日 47,880,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9278
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

黒松内道路維持事業所管内
現場技術業務（一式）

岡崎　新太郎
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５番５号

平成17年4月1日 16,485,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9279
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

小樽開発建設部管内　道路防
災ドクター技術検討業務（一式）

岡崎　新太郎
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５番５号

平成17年4月11日 1,925,000

道路防災対策及び災害対応は、常時より地域に即した綿密な連携を図ると共
に、災害時には迅速かつ適切な措置を講じることが必要であることから①中立
かつ公平な立場であること、②道路の管理、防災に十分な専門的知識を有す
ること、③学識経験者からなる技術検討会等の開催に豊富な経験があること、
④学識経験者と密接な関係があり、情報交換できること、⑤道路管理者、学識
経験者、専門技術者間の調整を図ること等を満たすことが必要である。
財団法人北海道道路管理技術センターは、北海道における一般国道等に係
る道路施設の合理的な維持管理、高度な道路情報の提供、道路空間の有効
かつ適正な利用、その他道路全般に関する総合的な調査、研究及び技術開
発をこ行うことにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与することを目的と
して設立された公益法人である。
同法人は、①公益法人であり行政的見地からの広い視野の高い公平性・中立
性を有すること、②防災ドクター制度を運用している唯一の団体で、北海道に
おける災害等の検討委員会運営の実績があり、道路管理、防災等に関する豊
富な知識と経験を有していること、③公益事業として道路管理技術委員会を設
置運営しており、各分野の学識経験者と連携し種々の研究を行っていることか
ら、本業務に必要な条件を満たしている唯一の法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により
財団法人北海道道路管理技術センターと随意契約を行う。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9280
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

尻別川現場技術業務（一式）
岡崎　新太郎
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５番５号

平成17年4月18日 27,130,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9281
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

石狩湾新港外現場技術業務（一
式）

岡崎　新太郎
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５番５号

平成17年4月25日 27,510,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ
ととしたもの

公募手続きを
導入

9282 （社）日本潜水協会
岩内港外１港水中部施工状況
調査業務（一式）

岡崎　新太郎
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５番５号

平成17年4月25日 2,205,000

本業務の履行にあたっては、港湾潜水技術に精通し、潜水作業及び潜水調査
について豊富な知識と経験のある潜水士を有するとともに、公共港湾工事の
施工、管理に係わる専門的な知識と経験を有し、当該の港湾、漁港における
個々の現場条件、過去の工事履歴に精通し、公平性が確保される公的な調査
機関であることが必要である。
社団法人日本潜水協会は、港湾工事に携わる潜水士の技術向上、労働災害
の防止及び計画的養成を行うことにより、潜水事業の健全な発展をを図り、
もって港湾整備の促進と海洋開発の振興に資することを目的に設立され、港
湾潜水技術の向上に関する調査研究や国土交通省港湾局認定の港湾潜水
作業技術審査を行ってきた相当の実績と優れた潜水士を有し、公共性、公平
性が確保される唯一の公益法人である。
よって、道内はもとより全国港湾工事の水中部施工状況調査の実績を有し、
他港においても継続して実施、工事履歴、現場条件、監督業務支援に精通し
た同協会と随意契約するものである。
適用法令　会計法第２９条の３第４項
　　　　　　　予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

9283
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

小樽開発建設部管内　電気通
信現場技術業務（一式）

岡崎　新太郎
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５番５号

平成17年5月16日 12,810,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
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9284
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

小樽開発建設部管内　地域防
災対策検討業務（一式）

岡崎　新太郎
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５番５号

平成17年5月23日 13,921,000

本業務は、道路管理者、防災関係機関、道路利用者等と連携を図りながら協
議会を運営していくことから、①利害権限の調整に及ぶため中立かつ公平な
立場であること、②北海道における災害等の検討委員会運営の実績があるこ
と、③道路防災連絡協議会運営の実績があること、④各種道路施策に関する
豊富な知識と経験を有していること、⑤道路管理、防災等に関する豊富な知識
と経験を有していること等を満たすことが必要である。
財団法人北海道道路管理技術センターは、北海道における一般国道等に係
る道路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効
かつ適正な利用、その他道路全般に関する総合的な調査、研究及び技術開
発をこ行うことにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与することを目的と
して設立された公益法人である。
同法人は、①公益法人であり行政的見地からの広い視野の高い公平性・中立
性を有すること、②北海道における災害等の検討委員会運営の実績を有する
こと、③道路防災連絡協議会運営の実績があり、道路管理、防災等に関する
豊富な知識を有していることから、本業務に必要な条件を満たしている唯一の
法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により
財団法人北海道道路管理技術センターと随意契約を行う。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

9285
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

平成１７年度　小樽開発建設部
危機管理検討業務（一式）

岡崎　新太郎
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５番５号

平成17年5月23日 4,935,000

本業務の履行に当たっては、以下の条件を必要とする。
①北海道における災害履歴に関して、発生の原因から対応、対策に至るまで
の専門的知識を有していること。
②危機管理に関して、行政的見地からの対応方も十分理解し且つ熟知してい
ること。
財団法人北海道道路管理技術センターは、「北海道における道路施設の合理
的な維持改善、高度な道路情報の提供等、道路管理に関する総合的な調査・
研究及び技術開発」等を目的として設立された公益法人である。また、業務と
して、全道各建設部の道路防災ドクター技術検討業務を受注し、防災に関する
調査･検討を行っていることから、これらに関する専門知識に精通し、且つ全道
的な動向・情報等も把握している。さらに、危機管理演習業務の実績も多々あ
ることから、当財団法人を随意契約の相手方として選定するものである。
適用法令　会計法第２９条の３第４項
　　　　　予決令第１０２条の４第３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、
総合評価による
一般競争に移

行）

9286 （社）日本潜水協会
石狩湾新港外　水中部施工状
況調査業務（一式）

桜庭　　栄
小樽開発建設部小樽港湾事務
所
小樽市築港２番２号

平成17年7月28日 4,912,000

本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たしていることが必要である。
①港湾工事等の水中工事に関し、監督業務としての視点で指示・指導が可能
となる、高度な知識と豊富な経験を有していること。
②港湾工事等の施工及び調査方法に係わる専門的な知識を有していると共
に、国土交通省が定めた「水中部施工状況調査の手引き」定められた特定潜
水士を配置できること。
③本業務は発注者が行う監督業務の補助として行うものであり、公平性、中立
性が強く求められることから、公益性の高いものであること。
社団法人日本潜水協会は、港湾工事に携わる潜水士の技術向上、労働災害
の防止及び計画的養成を行うことにより、潜水事業の健全な発展をを図り、
もって港湾整備の促進と海洋開発の振興に資することを目的に設立された法
人であり、国土交通省港湾局が制定した「港湾潜水技士」資格を認定する唯
一の機関であるとともに、「水中部施工状況調査の手引き」に定められた潜水
業務特別研修を行う唯一の公的機関である。更に、同法人は本業務の遂行に
必要な技術に関する専門的な特別研修を全国において実施するなどの実績
を有するほか、昭和６２年から北海道開発局小樽開発建設部が実施する港湾
事業及び平成３年度からの漁港事業の工事に関わる水中部施工状況調査、
さらには北海道内の各開発建設部や国土交通省各整備局等が実施する同様
の業務を数多く受注し、優れた成果を納め、適切な監督検査業務の履行に寄
与しており、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし業務実施能力を
有している唯一の法人である。
よって、上記法人を随意契約の相手方に選定するものである。
適用法令　会計法第２９条の３第４項
　　　　　予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9287 （財）北海道開発協会
一般国道２２９号　神恵内村　災
害防除工事漁業補償調査積算
業務（一式）

上田　正昭
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５番５号

平成17年8月2日 5,415,000

本業務の実施に当たっては、以下の条件を満たす必要がある。
①災害防除工事の施工に起因する影響区域の判定、漁業資源の調査、漁業
区域の消滅・漁労制限・漁場価値減少等の漁業権の内容等について、極めて
専門的な知識が必要である。
②通常の損失補償業務とは異なる漁業に関する補償の内容を熟知して調査
積算しなければならないため．業務に精通した豊富な知識・経験が必要であ
る。
③漁業補償の算定にあたっては、漁業協同組合及び組合員の経営実態や生
活実態等が明らかになるなど、他人情報厳守の観点から、調査の信頼性や極
めて高い守秘性が必要である。
④漁業補償の積算にあたっては過去の事例等を考慮にして、公平、中立的な
立場で調査積算を行うことが必要である。
⑤神恵内村災害防除工事における漁業補償の調査箇所は平成６年度から平
成11年度に渡り漁業補償調査が実施されており、さらに平成14年度に実施し
た神恵内村祈石防災工事での漁業補償の調査積算箇所と近接していること
から、過年度に実施された補償内容との整合性を図る必要がある。
財団法人北海道開発協会は、北海道開発の推進達成に寄与することを目的
に設立された法人であり、公共事業の施行に伴う損失補償及び各種特殊補償
案件の調査研究活動を行っており、漁業補償調査積算業務に関する豊富な知
識・経験を有している。
また、当協会は、神恵内村の平成6年度から平成11年度に渡り漁案補償調査
を実施しており、平成14年度に実施し一般国道229号神恵内祈石防災工事」
は漁業区域の消滅及び漁業権に与える影響等の把握、漁業協同組合及び組
合員の事情等を詳細に熟知し調整を行う等高い評価と十分な成果を納めてい
る。
平成17年度業務は、平成6年度から平成11年度にわたり業務を実施した箇所
でもあり、また平成14年度にも業務を実施していることから、過去からの当該
区域の漁業補償に関する各種情報を所有する唯一の者であり、漁業関係者
に頼ることなく、公平、中立な立場から補償額の算定等を円滑に効率的・効果
的かつ適格に業務を遂行することができる者である。
以上のことから、当協会は、上記必要条件を満たす唯一の法人であり、会計
法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定によ
り、上記法人を随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

9288
（財）北海道地域総合振興機
構

後志の「道の駅」と農水産業の
連携による観光交流展開方策
調査業務（一式）

上田　正昭
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５番５号

平成17年8月2日 10,482,000

本件を遂行するにあたっては、次の要件が必要となる。
①社会資本整備を含めた広域の展開方策について検討するため、公平性・中
立性が必要である。
②市町村等の地域関係者と密接な連携のもと進めるため、信頼関係が必要で
ある。
③観光、農水産業、交通ネットワークなど、多岐の分野にまたがる地域特性等
の専門的な知識が必要となる。
北海道地域総合振興機構は、北海道地域における地域開発や産業活性化に
関する調査研究、地域開発プロジェクト及び産業活性化プロジェクトの発掘、
育成推進、情報交流の推進等を通じて北海道の総合的な開発や産業の振興
を支援し、活力ある地域社会の形成を図ること等を目的として設立された財団
法人である。
同法人は、従来から地域産業活性化の検討を行い、特に後志地域の「観光交
流空間づくりモデル事業」については、同事業の推進に係る広域戦略の策定
に携わるなど経験と知見を有している他、第6期北海道総合開発計画の主要
施策についても精通し、道路事業や農業農村整備・水産基盤整備事業にわ
たって専門的な知識を有しており、かつ公益的立場で地域開発に携わってき
たことにより地域関係者との良好な信頼関係を有しており、本件を遂行する要
件を満たす唯－の者である。
以上のことから上記財団法人を契約の相手方として選定するものである。
適用法令　会計法第29条の3第4項
　　　　　予算決算及び会計令弟102条の4第3号

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

9289 （財）ダム技術センター
ダムアスファルト表面遮水壁に
関する技術検討業務（一式）

上田　正昭
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５番５号

平成17年8月8日 5,250,000

本業務は、わが国のダムにおいては数少ない型式のアスファルト遮水壁型
フィルダムにおける堤体の劣化対策としての補修方法を検討するものである
が、同型式のダムは、ダム事業におけるコスト構造改革や既設ダムの有効活
用策の一環として期待される構造であるにもかかわらず、現時点ではその施
工管理技術や補修工法が未確立である。本業務は、これらに関する技術基準
の策定・確立に向けた検討を行うものであり、ダム構造や堤体材料としての水
工アスファルトの補修に関する高度な技術と経験が不可欠であるほか、技術
基準に向けた検討を行うものであるため、特定の施工機械の使用等の利害に
よらない中立性、公平性が求められるほか、アスファルト遮水壁型フィルダム
の設計・施工・補修実績等に関する豊富なデータを有していることが不可欠で
ある。これらの条件を満たすのは当法人以外になく、また、一連の補修計画立
案の中で一貫した立場・視点からの検討が不可欠である。これらの条件を満
たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9290
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

尻別川河川整備基本方針外検
討業務（一式）

上田　正昭
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５番５号

平成17年8月8日 15,496,000

本業務の遂行にあたっては、次にあげる要件が必要となる。
①社会性の高い地域計画である「尻別川河川基本方針」を策定するにあたっ
て行政的な見地からの広範な知見と高い公平性・中立性が必要である。
②積雪寒冷地である北海道特有の河川技術に関する専門的な知識及び技術
が必要である。
③懇談会等の企画・運営に関する経験及び実績が必要である。
財団法人北海道研究河川防災センターは、北海道における河川防災に係わ
る国土の保全と利用に関する総合的な調査研究及び技術開発を行い、その
成果を活用した技術情報の提供、広報、研修等を通じて事業の効率的な推進
及び施設の適正な管理に資することを目的に設立された公益法人である。
同法人は、北海道特有の融雪出水など寒冷地河川における河川防災技術や
河川管理技術に関する調査研究を行い、北海道の河川技術に関する実績を
多数有しており、道内の他の河川の河川整備基本方針及び河川整備計画に
関する業務の委託をしている唯一の機関である。また、これまで北毎道各河
川の流域懇談会及び流域委員会等を多数運営している実績があり、尻別川
河川整備基本万針策定に関する豊冨な経験と実績を有していることから、本
業務の履行に必要な条件を満たしている唯一の法人である。
以上のことから上記法人を選定する。
根拠法令　　 会計法第29条の3第4項
　　　　　　　予算決算及び会計令第102条の4第3号

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9291 （財）日本気象協会
石狩湾新港外１港　気象・海象
観測データ解析評価業務（一
式）

桜庭　　栄
小樽開発建設部小樽港湾事務
所
小樽市築港２番２号

平成17年8月25日 5,985,000

本業務の履行にあたっては、①積雪寒冷地の気象・海象の観測および解析に
関する専門的知識と技術を有し、観測データの品質管理に必要な適切な判断
と評価ができること、②気象・海象観測機器の構造・測定原理に関する専門的
知識を有し、的確なメンテナンスを行えること、③異常気象発生時に、気象庁
資料等必要な情報を収集し、分析等を行うための施設を備えているとともに、
迅速な気象・海象観測データの分析可能な体制を有すること、④気象予報士
の資格者を有していることの全てを満たしていることが不可欠である。
財団法人日本気象協会は、気象、地象、水象等（以下「気象」という。）に関す
る科学及び技術の進歩に協力するとともに、気象の利用方法の普及並びに指
導を行うことにより気象に関する事業の発展をはかり、もって公共の福祉の増
進に寄与することを目的として設立された公益法人であり、日頃の事業を通じ
気象・海象に関する幅広い調査研究を行っていることから、これらに関する専
門的知識に優れ、全国的な動向、情報全般を把握した判断力を有している。
また、同法人北海道支社は、長年にわたり広く積雪寒冷地における気象・海象
観測、予報、啓蒙に関する業務の実績や異常気象時における緊急的なデータ
分析等を行ってきた実績があり、高度で専門的な知識と蓄積された成果を豊
富に有するなど、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし、業務実施
能力を有している唯一の機関である。
さらに、同法人北海道支社へは、これまでも石狩湾新港及び小樽港における
観測記録の分析・とりまとめを発注し適正な成果を得ている。
以上のことから、上記法人を随意契約の相手方として選定するものである。
根拠法令　　 会計法第29条の3第4項
　　　　　　　予算決算及び会計令第102条の4第3号

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
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9292
（社）寒地港湾技術研究セン
ター

古平漁港外１港　長周期波制御
対策検討業務（一式）

上田　正昭
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５番５号

平成17年8月29日 32,309,000

本業務の遂行に当っては以下の要件を満たしていることが必要である。
①両漁港においては、漁港整備における緊急課題として迅速・適切な対応が
必要であり特定漁港漁場整備事業計画へ反映する資料となる、新たな長周期
波制御対策による工法の具体的な技術提案にあたっては、中立性、公平性が
強く求められる。
②両漁港の利用障害の多くが積雪寒冷期における冬期季節風・波向によるた
め、道内の波浪特性や港湾・漁港に関する技術に幅広な専門知識、応用能力
を有し、過去に長周期波対策の検討実績を持つこと。
③昨年度の委員会の指摘を受けて長周期波解析内容に追加・変更を行ない、
港内擾乱要因の整理を行なう為、昨年度業務の検討資料、条件、結果、及び
委員会状況を充分に把握し、本業務との一貫性を持った検討が可能なこと。
社団法人 寒地港湾技術研究センターは、積雪寒冷地の氷風雪・波浪の制御
及び利用に係わる港湾技術及びこれに関連する技術の調査研究に努め、冬
季波浪に強い港湾整備等を促進し、もって我が国の港湾の発展に寄与するこ
とを目的に設立された公益法人で、北海道における港湾や漁港の技術力向上
に寄与し、波浪技術に関する調査・研究を数多く行なっている。
同法人は、北海道周辺の気象、海象条件に造詣が深く、数々の実績により、
長周期波検討に必要な専門知識、応用能力を有しており、技術開発を伴う検
討等の実績もある。
またH16年度「古平漁港外1港静穏度対策検討業務」の実績を有し、現地条
件・業務内容等を熟知して的確な対応が可能であり、業務の一貫性が確保さ
れる。
以上のとおり、上記法人は業務の履行に当たり、本業務を遂行する上で必要
とされる条件及び業務実施能力を満たしている唯一の法人であり、随意契約
の相手方として選定するものである。
根拠法令　　 会計法第29条の3第4項
　　　　　　　予算決算及び会計令第102条の4第3号

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9293 （財）北海道開発協会
尻別川治水史編纂資料作成業
務（一式）

上田　正昭
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５番５号

平成17年10月11日 12,180,000

本業務の履行にあたっては、
①「治水史」を編纂する上で、治水事業の歴史を踏まえて公共事業に係わる
広範な知識を有し、関係行政機関・民間団体・各種河川愛護団体・地元住民
の活動実績を集約する上で不偏的な見地や当時の事業に携わった関係者の
協力及びアドバイスを受ける必要から高い調整能力と公平性、中立性
②尻別川の自然環境と調和した川づくりに精通し、各時代の河川計画から工
事に至る経緯や地域文化、水環境、親水事業に係わる国の施策についての
専門的な知見
③「治水史」の企画・編纂に関する専門的な知見、治水史等の編纂業務実績
の全てを満たしていることが不可欠である。
財団法人北海道開発協会は、北海道開発に関する調査研究や広報活動等を
目的として設立された公益法人である。
同法人は、①公益法人であり公平性、中立性を有すること、②昨年度、尻別川
の治水史編纂を手掛けていることから治水事業、地域文化、水環境に精通し
ていること、③「事業所史」、「工事誌」の実績を始め、治水史の企画・編纂に関
する豊富な経験と能力を有していることから、本業務の履行に必要な条件を満
たしている唯一の法人である。
よって会計法第29条の3第4項（予決令第102条の4第3号）の規定により、財団
法人北海道開発協会と随意契約する。

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
のとしたもの
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9294 （財）日本気象協会
岩内港気象・海象観測データ解
析評価業務（一式）

上田　正昭
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５番５号

平成17年10月11日 4,725,000

本業務の履行にあたっては、
①異常気象発生時に、迅速に気象庁資料等必要な情報を収集し、分析を行う
ための施設及び体制を有すること。
②積雪寒冷地の気象・海象の観測及び解析に関する専門的知識と技術を有
し、観測データの品質管理に必要な適切な判断と評価ができること。
の全てを満たしていることが不可欠である。
財団法人日本気象協会は、気象、地象、水象等（以下「気象」という。）に関す
る科学及び技術の進歩に協力するとともに、気象の利用方法の普及並びに指
導を行うことにより気象に関する事業の発展をはかり、もって公共の福祉の増
進に寄与することを目的として設立された公益法人であり、日頃の事業を通じ
気象・海象に関する幅広い調査研究を行っていることから、これらに関する専
門的知識に優れ、全国的な動向、情報全般を把握した判断力を有している。
また、同法人北海道支社は、異常気象時における緊急的なデータ解析等を行
うための施設及び体制を有し、緊急的なデータ解析等を行ってきた実績や長
年にわたり広く積雪寒冷地における気象・海象観測・予報、啓蒙に関する業務
の実績があり、高度で専門的な知識と蓄積された成果を豊富に有するなど、
本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし、業務実施能力を有している
唯一の機関である。
さらに、同法人北海道支社へは、これまでも岩内港における観測記録の分析・
取りまとめを発注し適正な成果を得ている。
以上のことから、上記法人を随意契約の相手方として選定するものである。
根拠法令　　 会計法第29条の3第4項
　　　　　　予算決算及び会計令第102条の4第3号

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

9295 （社）海洋調査協会
石狩湾新港　海象観測システム
信頼性維持検討調査業務（一
式）

桜庭　　栄
小樽開発建設部小樽港湾事務
所
小樽市築港２番２号

平成17年10月13日 3,465,000

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
等を熟知しているとともに、信頼性の高いデータを確保をするため出力データ
の適切な評価が行え、さらに、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。
社団法人海洋調査協会は、海洋調査業務の発展に関する調査、研究及び気
象・海象等の観測機器の研究開発・海洋調査のための各種技術指針の作成
などを行い、海洋調査事業の健全な発展を図り、海洋の開発・利用、海洋環境
保全に寄与することを目的として設立された公益法人である。また、協会内に
学識経験者及び有識者からなる「海象観測装置保守点検業務審査委員会」を
設置し、気象・海象・地理的条件等を総合的に勘案したデータ精度の確保に関
する検討を行い、維持管理している海象観測装置にその検討結果を反映して
いる。
同法人は、波浪観測に関して現在の波浪観測実施要領で波高計の標準と指
定されている海象計の開発主体であり、波浪・潮位データ収集システムに関す
る機能と出力データをあわせて評価するシステムに熟知しており、海象計の方
位変動の確認及び潮位井戸の性能管理手法に関する技術的提案をするな
ど、海象観測の精度を維持向上するために必要な専門的知識を有している。
以上のことから、上記団体を本業務を遂行する上で必要とされる条件及び処
理能力をみたしている唯一の法人であり、随契契約の相手方として選定するも
のである。
根　拠　法　令　会計法第29条3第4項
　　　　　　　　予算決算及び会計令第102条の4第3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
直ちに総合評価
方式による一般
競争入札に移
行）

9296
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

小樽開発建設部管内　道路管
理施設登録業務（一式）

上田　正昭
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５番５号

平成17年10月24日 36,108,000

本業務の遂行にあたっては、次のことが必要である。①「MICHlシステム」を所
有してデータを登録・更新することができ、電子情報技術に精通していること、
②道路状況・管理の内容について、多岐にわたる豊富な専門知識と熟達した
業務経験と道路行政的見地を有していること。
財団法人北海道道路管理技術センターは、北海道における一般国道等に係
る道路施設の合理的な維持管理、高度な道路情報の提供、道路空間の有効
かつ適正な利用、その他道路全般に関する総合的な調査、研究及び技術開
発をこ行うことにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与することを目的と
して設立された公益法人である。
同法人は、①北海道において「ＭＩＣＨＩシステム」を所有して、データを登録・更
新することができ、電子情報技術に精通している唯一の法人であること、②道
路管理関係業務に関する豊富な知識と経験、道路行政的見地を有しているこ
とから、本業務に必要な条件を満たしている唯一の法人である。
以上のことから、上記の業者を選択するものである。
根　拠　法　令　会計法第29条3第4項
　　　　　　　　予算決算及び会計令第102条の4第3号

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9297
（財）北海道地域総合振興機
構

「道央圏の地域整備の展開構
想」推進方策検討業務（一式）

上田　正昭
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５番５号

平成17年10月24日 26,085,000

本業務の遂行に当たっては、以下の条件を満たすことが必要である。
①社会資本整備を含めた多面的な地域振興方策について複数市町村にまた
がる広域で検討するための公平性・中立性
②「北海道総合開発計画」やそれを受けて策定された「地域整備の展開構想」
についての経験と知見
③“総合産業”と言われる観光を含めた地域産業振興と社会資本整備の双方
に係る高度な知見と総合的な分析力
北海道地域総合振興機構は、北海道地域における地域開発や産業活性化に
関する調査研究、地域開発プロジェクト及び産業活性化プロジェクトの発掘育
成推進、情報交流の推進等を通じて北海道の総合的な開発や産業の振興を
支援し、活力ある地域社会の形成を図ること等を目的として設立された公益法
人である。
同法人は、従来から地域産業活性化の検討を行い、特に後志地域の「観光交
流空間づくりモデル事業」については、同事業の推進に係る広域戦略の策定
に携わるなど経験と知見を有している他、本業務の検討の基礎となる「第6期
北海道抱合開発計画」に策定時から関わるとともに、道央圏を中心とした「地
域整備の展開構想」に係わる豊富な業務経験、西積丹地域振興計画など地
域のプロジェクト育成のプロジェクト育成の実績を有している。
以上のことから、上記財団法人は、本業務を遂行しうる唯一の機関であると認
められるため、随意契約のを契約の相手方に選定するものである。
適用法令　会計法第29条の3第4項
　　　　　予算決算及び会計令弟102条の4第3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
から企画競争
へ移行）

9298
（社）寒地港湾技術研究セン
ター

石狩湾新港　技術評価検討業
務（一式）

桜庭　　栄
小樽開発建設部小樽港湾事務
所
小樽市築港２番２号

平成17年11月18日 18,900,000

本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たしていることが必要である。
①今後の漂砂対策を検討する上で、過去の漂砂解析と対策の技術評価にあ
たっては、客観的に評価する必要がある。このため公平・中立的な立場での検
討が求められるものである。
②港湾機能に及ぼす影響を整理し総合的漂砂対策を検討するにあたり、積雪
寒冷地の海洋構造物に関する技術に幅広な専門知識を有していること。
社団法人寒地港湾技術研究センターは、積雪寒冷地の氷風雪・波浪の制御
及び利用に係る港湾技術及びこれに関連する技術の調査研究に努め、積雪
寒冷地において冬に強い港湾の整備を促進し、もって我が国の港湾の発展に
寄与することを目的として設立された公益法人である。同法人は、寒地港湾技
術及び積雪寒冷地の海洋構造物、海域環境に関する調査研究や寒冷地の港
湾整備に関する幅広い事業を行っており、石狩湾新港の港湾整備方策を検討
などの受託実績を有しており、石狩湾の波浪特性などや石狩湾新港の諸問題
を熟知している。又、これまで長年漂砂対策が解決していなかった釧路港や抜
海漁港などで解決へ導く実績を有しており、これらに関する高度な技術力と専
門的知識の人的ネットワークを有している。
このことから、同法人は積雪寒冷地における港湾の諸問題を熟知し、漂砂解
析の評価を検討できる高度な技術と専門的知識等を蓄積している唯一の公益
法人である。以上のことから、本業務を遂行する上で必要とされる条件及び業
務実施能力を満たしている唯一の公益法人であることから、随意契約の相手
方として選定するものである。
根拠法令
　　　　　　会計法　第29条の3第4項
　　　　　　予決令　第102条の4第3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
から企画競争
へ移行）

9299
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

設計・施工一括発注方式　技術
検討委員会支援業務（一式）

上田　正昭
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５番５号

平成17年12月5日 2,310,000

本業務の実施にあたっては、以下の条件をすべて満たすことが必要である。
①業務遂行上の各種判断における公平性、中立性が強く求められることか
ら、高い公益性を有していること。
②新技術・新工法に対し橋梁全般の構造特性とその耐久性に関する専門的
知識を有していること。
③北海道の地域特性と道路設計等について豊富な専門知識を有しているこ
と。
④技術検討会の開催及び技術資料の取りまとめの実績を有していること。
財団法人北海道道路管理技術センターは、国道などに係わる道路施設全般
に関わる総合的な調査・研究などを目的として設立されたものである。
また、トンネル技術検討会等の運営実績があるなど豊富な知識と経験を有し
ており、本業務の遂行に必要な上記条件を満たしている。
以上のことから上記業者を選定するものである。
根拠法令
　　　　　　会計法　第29条の3第4項
　　　　　　予決令　第102条の4第3号

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9300
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

小樽港外２港国有港湾施設点
検・診断調査業務（一式）

上田　正昭
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５番５号

平成17年12月19日 23,571,000

本業務の履行にあたっては、
① 施設の点検診断評価においては、施設の優先度や利用状況等を含め行
政的な視野に立った判断が求められ、各港ごとにその評価が変わることなく、
中立・公平な判断が求められること。
②港湾構造物の維持管理に精通していること。
の全てを満たしていることが不可欠である。
財団法人港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾、海岸及び空港の建
設・維持管理事業の発注及び施工に係わ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、海岸及び空港の建設・維
持管理事業のより一層円滑な執行を図ることを目的に設立された公益法人で
あり、施設の点検診断手法、施設状態のデータベース化、適時適切な維持・改
良工事の実施手法、ライフサイクルコストの観点を踏まえたアセットマネジメン
ト手法等の維持管理技術に関する調査研究を広く行うなど、本会の目的を達
成するために必要な事業を全国的に展開しており、上記要件を満たす唯一性
が認められることから、上記法人を随意契約の相手方として選定するものであ
る。
適用法令
　　　　　　会計法第29条の3第4項
　　　　　　予決令102条4の第3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年度から一
般競争に移行）

9301 （財）河川環境管理財団
尻別川水辺の国勢調査計画策
定業務（一式）

上田　正昭
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５番５号

平成18年1月10日 3,780,000

本業務の実施に当たっては、北海道の河川における豊富な調査の実績、ノウ
ハウを有し、河川の形態・特性、気象状況等に精通しており、また、北海道の
河川における河川環境管理計画についての豊富な検討実績を有し、様々な
データ等の蓄積を有していることが必要である。
さらに、業務の成果が、行政の基本的な方向性につながることから、特定の利
害によらない公益法人による公平中立的な立場での業務遂行が必要である。
さらに、常設の研究会等を通じた広範にわたる学識者、専門家のネットワーク
を有し、豊富な情報収集能力を有していることが必要である。従って当該業務
の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行(H18
年度以降企画
競争を実施）

9302
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

小樽開発建設部管内　冬期観
光道路情報提供検討業務（一
式）

上田　正昭
小樽開発建設部
小樽市潮見台１丁目１５番５号

平成18年1月10日 19,215,000

本業務を遂行するにあたっては、以下の条件を満たしている必要がある。
① 北海道における道路政策・施策等に精通しており、道路情報提供や官民
協働連携に関する専門的な知識を有していること。
② 地域住民及び事業者等との連絡により調査を行うことから、公平・中立的
立場で調査検討が可能なこと。
③ 北海道における積雪寒冷地の道路管理・施設に精通しているとともに、後
志管内の冬期問の状況を熟知していること。
④ 冬期の道路情報提供検討について北海道内の有識者、学識経験者等の
意見聴取や助言を受けることが必要であり、関係有識者等との人的交流基盤
を有していること。
財団法人北海道道路管理技術センターは、北海道道路管理施策に関する総
合的な調査・研究、及び技術開発や道路情報に関する調査・研究、及び技術
開発などを行うことを目的として設立された法人である。同法人は、道路管理
技術の研究組織として道内大学教授等の学識経験者を委員とした「道路管理
技術委員会」を設置し、北海道技術士センターに所属する技術士を専門技術
者として諸々の活動を行い、専門家との交流実績等独自の人的ネットワークを
有している。
また、同法人は北海道「道の駅」連絡会事務局を担っており道の駅の活用方
法や、後志地域の団体・ボランティア等と道路管理者が連携して安全・快適な
ドライブをサポートする「しりべしｅ街道（官民連携による沿道情報提供に関す
る調査検討業務）」を独立行政法人北海道開発土木研究所と共同研究で行っ
ており、後志地域に関して十分な知識と経験が豊富であり、本業務に必要な
条件を満たしている唯一の法人である。
以上のことから、財団法人北海道道路管理技術センターと随意契約を行うも
のである。
根拠法令　　　　会計法29条の3第4項
　　　　　　　　予算決算及び会計令第102条の4第3号

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9303
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

直轄堰堤維持の内　大雪ダム管
理補助業務（一式）

岡崎　克彦
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月1日 17,269,000

本業務の履行にあたって契約業者は、①ダム管理補助業務を行う上での行政
的視野に立った公平性・中立性②洪水時における状況を適切に把握する能
力、ダム施設の機能や保守に関する十分な知識など、ダムの管理に係る専門
的な知見と技術③北海道の河川における防災技術に関する広範な知見④河
川環境、ダム環境の保全についての十分な理解の全てを満たしていることが
不可欠である。
財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に係わ
る国土の保全と利用に関する総合的な調査研究及び技術開発を行い、その
成果を活用した技術情報の提供、広報、研修等を通じて事業の効率的な推進
及び施設の適正な管理に資することにより、北海道総合開発の円滑な展開に
寄与することを目的に設立された公益法人である。
上記法人は、公益法人として公平性・中立性を有するともに、北海道開発局が
行うダムの管理に係る専門的な知識と経験を有し、大雪ダムの貯水池の運
用、操作方式、ダム下流河川の安全度や市町村の実態、危機管理体制、ダム
周辺及び下流河川における自然環境等について精通していることから、本業
務の履行に必要な上記の条件を満たしている唯一の法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により、
財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9304
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

直轄堰堤維持の内　岩尾内ダム
管理補助業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月1日 16,240,000

本業務の履行にあたって契約業者は、①ダム管理補助業務を行う上での行政
的視野に立った公平性・中立性②洪水時における状況を適切に把握する能
力、ダム施設の機能や保守に関する十分な知識など、ダムの管理に係る専門
的な知見と技術③北海道の河川における防災技術に関する広範な知見④河
川環境、ダム環境の保全についての十分な理解の全てを満たしていることが
不可欠である。
財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に係わ
る国土の保全と利用に関する総合的な調査研究及び技術開発を行い、その
成果を活用した技術情報の提供、広報、研修等を通じて事業の効率的な推進
及び施設の適正な管理に資することにより、北海道総合開発の円滑な展開に
寄与することを目的に設立された公益法人である。
上記法人は、公益法人として公平性・中立性を有するとともに、北海道開発局
が行うダムの管理に係る専門的な知識と経験を有し、岩尾内ダムの貯水池の
運用、操作方式、ダム下流河川の安全度や市町村の実態、危機管理体制、ダ
ム周辺及び下流河川における自然環境等について精通していることから、本
業務の履行に必要な上記の条件を満たしている唯一の法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により、
財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9305 （財）日本気象協会
上川管内　農業水文調査業務
（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月1日 31,499,000

適時の流量等の観測能力として迅速な気象情報収集能力、観測適時予測の
ための気象予報能力及び一斉観測能力が必要であり、データの評価・管理能
力としてデータの有効性の判断能力、膨大なデータの管理能力を有する唯一
の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）

9306
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

忠別ダム建設事業の内　現場技
術業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月6日 41,567,000

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

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委
託等を行わな
いものとした
もの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9307
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

天塩川上流　河川整備計画検
討業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月6日 332,704,000

本業務を履行するにあたっては、以下の要件を満たすことが不可欠である。
①河川整備計画の策定に関して専門的な知識と豊富な経験を有しているとと
もに、行政的な見地からの広範な知見と高い公平性・中立性を有しているこ
と。
②寒冷地河川に関する土砂管理技術、融雪出水を含めた洪水等に関する河
川防災技術、積雪寒冷地における施工管理技術など、北方圏特有の河川技
術に関する広範な知見を有していること。
③天塩川の河川と流域の現状及び河川整備基本方針など、関連する治水計
画の内容に精通・熟知していること。
財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に係わ
る国土の保全と利用並びに環境保全に関する総合的な調査研究及び技術開
発を行い、その成果を活用した技術情報の提供、広報、研修等を通じて、河川
事業の効率的な推進及び施設の適正な管理に資することにより、北海道総合
開発の円滑な展開に寄与することを目的に設置された公益法人である。
上記法人は、公益法人として公平性・中立性を有するとともに、積雪寒冷地等
北方圏特有の河川技術に精通し、北海道内の治水事業に関する広範な知見
と河川計画等に関する多くの研究実績と経験を有している。また、平成１５年
度からは３ヶ年程度を目途にした「天塩川上流河川整備計画検討業務」を継続
して実施し、河川整備計画策定に係る業務の内容全般に精通・熟知している
ことから、上記法人は、本業務の履行に必要な要件を満たしている唯一の者
である。
よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により、
財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約を実施するものである。

見直しの余地が
あるもの

①平成18年度
一般競争入札
等に一部移行し
たもの
（102,171,000
円）　②平成18
年度　企画競争
方式に移行
（230,533,000
円）

9308 （財）日本気象協会
石狩川上流・天塩川上流　雨量
情報提供業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月6日 7,115,000

本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たしていることが不可欠である。
①各種気象情報を迅速かつ的確に供給可能であること。
②雨量予測のための気象学に関する専門的知識を有しているとともに、防災
上の観点からの広範な知見を有していること。
③石狩川上流及び天塩川上流域の降雨特性を十分把握していること。
財団法人日本気象協会は、気象に関する科学及び技術の進歩に協力すると
ともに、気象の利用方法の普及並びに指導を行うことにより気象に関する事業
の発展をはかり、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的として設立さ
れた公益法人である。
上記法人北海道支社は、石狩川流域をはじめとする北方圏の気象に関する
調査・研究を行っており、気象学に関する高度な知識を有するとともに、情報
提供に関する豊富な経験と能力を有していることから、本業務の履行に必要
な条件を満たしている唯一の法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により、
財団法人日本気象協会北海道支社と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9309
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

旭川開発建設部管内　河川電
気通信現場技術業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月6日 16,800,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9310
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

旭川開発建設部管内　道路電
気通信現場技術業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月6日 15,960,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9311
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

士別道路事務所　現場技術業
務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月6日 47,878,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9312
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

上川道路建設事業所　現場技
術業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月6日 32,439,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9313
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

音威子府道路建設事業所　現
場技術業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月6日 17,325,000

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

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委
託等を行わな
いものとした
もの

9314
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

美深道路維持事業所　現場技
術業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月6日 17,325,000

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

その他のもの

18年度以降に
おいて当該事
務・事業の委
託等を行わな
いものとした
もの

9315
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

石狩川上流　河川整備計画検
討業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月13日 267,128,000

本業務を履行するにあたっては、以下の要件を満たすことが不可欠である。
①河川整備計画の策定に関して専門的な知識と豊富な経験を有しているとと
もに、行政的な見地からの広範な知見と高い公平性・中立性を有しているこ
と。
②寒冷地河川に関する土砂管理技術、融雪出水を含めた洪水等に関する河
川防災技術、積雪寒冷地における施工管理技術など、北方圏特有の河川技
術に関する広範な知見を有していること。
③石狩川上流の河川と流域の現状及び工事実施基本計画や基本方針など関
連する治水計画の内容に精通・熟知していること。
財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に係わ
る国土の保全と利用並びに環境保全に関する総合的な調査研究及び技術開
発を行い、その成果を活用した技術情報の提供、広報、研修等を通じて、河川
事業の効率的な推進及び施設の適正な管理に資することにより、北海道総合
開発の円滑な展開に寄与することを目的に設置された公益法人である。
上記法人は、公益法人として公平性・中立性を有するとともに、積雪寒冷地等
北方圏特有の河川技術に精通し、北海道内の治水事業に関する広範な知見
と河川計画等に関する多くの研究実績と経験を有している。また、平成１５年
度から３ヶ年程度を目途にした「石狩川上流河川整備計画検討業務」を継続し
て実施し、河川整備計画策定に係る業務の内容全般に精通・熟知しているこ
とから、上記法人は、本業務の履行に必要な要件を満たしている唯一の者で
ある。よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定
により、財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約を実施するもので
ある。

見直しの余地が
あるもの

①平成18年度
一般競争入札
等に一部移行し
たもの
（82,591,000円）
②平成18年度
企画競争方式
に移行
（184,537,000
円）

9316
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

旭川道路事務所　現場技術業
務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月13日 72,929,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9317
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

富良野道路事務所　現場技術
業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月13日 31,500,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
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9318
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

上川道路維持事業所　現場技
術業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月13日 16,170,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9319
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

旭川開発建設部管内　道路防
災ドクター技術検討業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月13日 1,801,000

本業務の遂行にあたっては、以下の条件を満たすことが必要である。
①中立かつ公平な立場であること。
②道路の管理、防災に十分な専門的知識を有すること。
③学識経験者からなる技術検討会等の開催に豊富な経験があること。
④学識経験者と密接な関係があり、情報交換できること。
⑤道路管理者、学識経験者、専門技術者間の調整を図れること。
財団法人北海道道路管理技術センタ－は、北海道における一般国道等に係
る道路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効
かつ適正な利用、その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技
術開発を行うことにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与する事を目的
として設立された公益法人であり、以下に示す様に本業務を遂行する上で必
要な条件を満たしている唯一の法人である。
①公益法人であり行政的見地からの広い視野と高い公平性・中立性を有する
こと。
②防災ドクター制度を運用している唯一の団体で、北海道における災害等の
検討委員会運営の実績があり、道路管理、防災等に関する豊富な知識と経験
を有していること。
③公益事業として道路管理技術委員会を設置運営しており、各分野の学識経
験者と連携し種々の研究を行っていること。
よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により
財団法人北海道道路管理技術センタ－と随意契約を行う。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9320
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

天塩川上流水防訓練運営検討
業務（一式）

一関　祐次
旭川開発建設部名寄河川事務
所
名寄市西6条南9丁目

平成17年4月26日 4,935,000

本業務を遂行するにあたっては、北海道内及び全国で実施されている情報伝
達及び避難誘導等の訓練内容に精通、熟知し、流域の地理的条件に対応し
た検討ができること、さらに、防災対策事業等に精通し、行政的な見地から企
画立案できる確かな知識と経験を有していることが肝要かつ不可欠である。
財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に係わ
る国土の保全と利用に関する総合的な調査研究及び技術開発を行い、河川
事業の効率的な推進および施設の適正な管理に資することにより北海道総合
開発の円滑な展開に寄与することを目的に設立された公益法人である。
上記法人は、これまで道内における水防に係わる企画立案に携わっているこ
とから、本業務の遂行に必要な水防訓練に係わる知識と経験を有しているとと
もに、河川行政全般に精通している唯一の公益法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項（予決令１０２条の４第３号）の規定により、財
団法人北海道河川防災研究センターと随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも

の
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9321
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

忠別ダム建設事業の内　環境保
全検討業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月27日 55,196,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

9322
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

天塩川サンルダム建設事業の
内　環境調査検討業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月27日 91,028,000

大気環境の影響検討にあたっては、工事 盛期の工事量と粉じん・騒音等の
発生量を効率的に推定する必要があるため、ダム型式・規模別工事量ＤＢや
大気環境ＤＢを利用することが必要不可欠である。ＷＥＣが保有するこれらの
ＤＢは、長期間にわたる調査・研究の実績の中から構築されたものであり、そ
の情報量、精度の面で唯一信頼のおけるものである。
また、高度な知識及び 新の情報を関係する学識経験者等の協力のもとに蓄
積していく必要があるとともに、全国的な広範な知見のもとに、統一的に、行政
上の政策検討として中立かつ公平な立場から実施する必要がある。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記
の理由から本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地が
あるもの

随意契約によら
ざるを得ないも
の（77,374千円）

公募手続きを
導入(13,654千
円)

9323
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

石狩川上流　積算資料作成業
務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年4月27日 50,745,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9324
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

一般国道３８号富良野市富良野
道路マネジメント業務（一式）

綱藤　孝志
旭川開発建設部富良野道路事
務所
富良野市西扇山1

平成17年5月17日 5,010,000

本業務の遂行に当たっては、以下のことが必要不可欠である。
①道路防災・管理また、道路構造物の調査から維持管理まで多岐にわたるた
め、豊富な経験と専門的知識を有していること。
②事業展開や計画検討資料等多種の内部資料を扱うことから、資料管理上の
高い守秘性と信頼性が必要とされること。
（財）北海道道路管理技術センターは、道路管理全般についての総合的な調
査・研究・技術開発等を目的として設立されたものであり 新の技術情報収集
能力に優れた唯一の機関であり、本業務の遂行に必要な条件を満たしてい
る。
上記のこのように、会計法第２９条の３第４項に基づき、上記法人と随意契約
を行うものである。

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
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9325 （財）北海道開発協会
忠別ダム建設事業の内　江卸発
電所関連移転補償精度監理業
務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年5月18日 3,444,000

本件の発電施設の補償は専門的知識を要し、補償額の算定が困難なもので
あるため、「用地調査等精度監理業務委託実施要領」第２条（８）「公共補償で
被補償者の設計又は見積りに基づき補償額を算定する場合の当該設計又は
見積りの審査及び算定業務」に基づき業務委託し、適正かつ公平な補償に資
するものである。
精度監理者については、同要領第４条に「精度監理業務に関する請負契約を
行う場合の精度監理者は、公共事業の施行に伴う損失補償の調査研究及び
関連業務に関する豊富な知識と経験を有し、社会的に公正及び中立的な立場
にある公益法人をその対象とする」と定められていることから、本要領に適す
る公益法人をその対象とするものである。
財団法人北海道開発協会は、北海道開発事業に寄与することを目的に設立さ
れた公益法人であり、公共事業の施行に伴う損失補償及び各種特殊補償案
件の調査研究活動等を行っている法人である。
当該協会は従前から、特殊補償案件に係る調査・算定等に当たり、多数の学
識経験者等の意見・助言を聴し、これらを基に公益法人が有する高度な技術・
知識等を活用して、公正かつ中立的な観点から損失補償に関する総合的な調
査・検討を行う等、高度な用地調査・算定業務に数多くの実績があり、業務に
精通した技術者を擁しており、用地補償等業務全般に係る専門的知識と組織
体制を有している。また、公平、中立な立場から設計書の損失補償基準等へ
の適合性、補償内容の具体的妥当性を検証することができる法人と判断する
ものであり、当該協会は、同要領第４条を満たす唯一の公益法人である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するもの
である。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9326 （財）河川環境管理財団
忠別ダム建設事業の内　水源地
域ビジョン推進検討業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年5月18日 15,941,000

本業務の実施に当たっては、当該水源地の特性について精通し、かつ、水源
地環境に関する知見、水環境や、水環境管理に関する知見、技術、データの
蓄積を有していることが必要である。また、行政の計画である水源地ビジョン
検討にあたって、特定の関係者の利害に影響することなく、中立公平性を持っ
た検討が必要である。さらに、検討内容が多岐にわたることから、様々な分野
の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要とな
る。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
(H19年度以降
企画競争を実
施）

9327 （財）ダム技術センター
天塩川サンルダム建設事業の
内　台形ＣＳＧダム実施設計業
務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年5月18日 187,737,000

本業務は、新型式のダムである台形ＣＳＧダムの設計を行うものであるが、右
記のように、堤体設計に必要な基本情報であるＣＳＧの強度特性の評価のた
めの試験方法等についてはＪＩＳ等による基準化に至っておらず、また施工管
理等の技術マニュアルも確立していないことから、当法人以外が実施するの
は極めて困難な状況にある。また、本業務には全国の本型式適用またはその
予定のダムＣＳＧの材料特性や試験施工に関するデータが不可欠であるが、
これらを有しているのは当法人のみである。さらに、ダム事業のコスト縮減や
環境負荷軽減が政策課題となっている中で、これらの実現に極めて有効な新
技術として今後とも公益的観点からその開発と実用化を推進する必要があり、
そのためには特定の利害によらない中立的立場から技術開発と改良を行って
いく必要があるが、当該技術の適用性に関する技術的判断やその合理的な理
解に基づく設計・施工計画等の検討には、当該ダムだけでなく全国の他のダ
ムサイトにおける地質条件その他の設計条件や施工実績等を熟知し、それら
との比較分析・評価できる高度な技術的能力が不可欠である。これらの条件
を満たすのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

随意契約によら
ざるを得ないも
の（17,737千円）

公募手続きを
導入(170,000
千円)
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物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
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在地
契約を締結した日

契約金額
（円）
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果
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9328
（財）北海道地域総合振興機
構

天塩川上流　流域内広報資料
作成業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年5月18日 20,276,000

本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たしていることが不可欠である。
① 天塩川流域に密着した各種情報やプロジェクトに関した情報に精通してい
ること。
②流域内市町村及びボランティア団体などの関係者と連携を図り、新聞発行
による情報発信の企画・運営が行えること。
③地域活性化の支援や情報交流の推進に関して豊富な経験と専門的な知見
を有していること。
④ 民間の新聞記事（地元新聞など６紙）の提供を受けて編集するものが多い
ことから、行政的な見地からの広い視野と高い公平性・中立性を有しているこ
と。
財団法人北海道地域総合振興機構（はまなす財団）は、北海道における地域
開発や産業活性化等に関する調査研究、地域開発プロジェクト及び産業活性
化プロジェクトの発掘、育成推進、情報交流の推進、人材の育成などを通じ
て、北海道地域の総合的な地域開発や地域の産業の振興を支援し、活力ある
地域社会の形成を図り、もって我が国経済社会の健全な発展に寄与すること
を目的に設立された公益法人である。
上記法人は、公平性、中立性を有する公益法人であり、これまでも道内各地
において地域の活性化に貢献する各種関連業務を数多く実施してきたという
実績を有している。本業務についても、初年度の平成１４年度から継続して
行っており、本業務の内容全般に精通・熟知しているとともに、関係機関や地
域関係者等とも良好な信頼関係を構築している。また、天塩川流域内の現状
や地域のニーズ等を十分に理解・把握し、河川行政にも精通していることか
ら、本業務を円滑に履行できる唯一の者である。
よって、会計法第２９条の３第４項（予決令１０２条の４第３号）の規定により、財
団法人北海道地域総合振興機構と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9329 （財）河川環境管理財団
直轄堰堤維持の内　岩尾内ダム
水源地域ビジョン推進業務（一
式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年5月18日 13,041,000

本業務の実施に当たっては、当該水源地の特性について精通し、かつ、水源
地環境に関する知見、水環境や、水環境管理に関する知見、技術、データの
蓄積を有していることが必要である。また、行政の計画である水源地ビジョン
検討にあたって、特定の関係者の利害に影響することなく、中立公平性を持っ
た検討が必要である。さらに、検討内容が多岐にわたることから、様々な分野
の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要とな
る。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
(H19年度以降
企画競争を実
施）

9330
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

石狩川上流　河川工事現場技
術業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年5月18日 32,037,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9331
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

天塩川上流　河川工事現場技
術業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年5月18日 29,505,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9332
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

石狩川上流　空知川河川工事
現場技術業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年5月25日 13,954,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9333 （財）河川環境管理財団
直轄堰堤維持の内　大雪ダム水
源地域ビジョン推進検討業務
（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年6月1日 8,400,000

本業務の実施に当たっては、当該水源地の特性について精通し、かつ、水源
地環境に関する知見、水環境や、水環境管理に関する知見、技術、データの
蓄積を有していることが必要である。また、行政の計画である水源地ビジョン
検討にあたって、特定の関係者の利害に影響することなく、中立公平性を持っ
た検討が必要である。さらに、検討内容が多岐にわたることから、様々な分野
の専門の学識者、専門家からの広範な情報収集能力を有することが必要とな
る。従って当該業務の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
(H19年度以降
企画競争を実
施）
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9334
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

旭川開発建設部管内　地域防
災対策検討業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年6月1日 13,908,000

本業務は、道路管理者、防災関係機関、道路利用者等と連携を図りながら協
議会を運営していくことから、以下の条件を満たすことが必要である。
①利害権限の調整に及ぶため中立かつ公平な立場であること。
②北海道における災害等の検討委員会運営の実績があること。
③道路防災連絡協議会運営の実績があること。
④各種道路施策に関する豊富な知識と経験を有していること。
⑤道路管理、防災等に関する豊富な知識と経験を有していること。
財団法人北海道道路管理技術センタ－は、北海道における一般国道等に係
る道路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効
かつ適正な利用、その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技
術開発を行うことにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与する事を目的
として設立された公益法人であり、以下に示す本業務を遂行する上で必要な
条件を満たしている唯一の法人である。
①公益法人であり行政的見地からの広い視野と高い公平性・中立性を有する
こと。
②北海道における災害等の検討委員会運営の実績を有すること。
③道路防災連絡協議会運営の実績があり、道路管理、防災等に関する豊富
な知識と経験を有していること。
よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により
財団法人北海道道路管理技術センタ－と随意契約を行う。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

9335 （財）河川環境管理財団
石狩川上流・天塩川上流　河川
水辺の国勢調査検討業務（一
式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年6月15日 24,170,000

本業務の実施に当たっては、北海道の河川における豊富な調査の実績、ノウ
ハウを有し、河川の形態・特性、気象状況等に精通しており、また、北海道の
河川における河川環境管理計画についての豊富な検討実績を有し、様々な
データ等の蓄積を有していることが必要である。
さらに、業務の成果が、行政の基本的な方向性につながることから、特定の利
害によらない公益法人による公平中立的な立場での業務遂行が必要である。
さらに、常設の研究会等を通じた広範にわたる学識者、専門家のネットワーク
を有し、豊富な情報収集能力を有していることが必要である。従って当該業務
の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
(H19年度以降
企画競争を実
施）

9336
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

石狩川砂防事業の内　砂防基
本計画検討業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年6月22日 27,510,000

　本業務は、石狩川水系における現行砂防基本計画の課題を国土マネージメ
ントや水系を取り巻く社会環境の変化等を踏まえ整理・解決し、火山砂防計画
と調整をとりつつ、国民に対して理解しやすい新しい砂防基本計画を策定する
ための検討を行うものである。
本業務の履行にあたっては、以下の要件が必要である。①火山砂防計画及び
砂防計画について高度な知識を有しているとともに本件等に必要な再現計
算、シミュレーション等が迅速かつ確実に実施・評価できること。②新砂防計画
に係る整備計画について全国的な動向、情報全般を把握しており、これらに関
連した学識経験者及び研究機関との人的ネットワークを有していること。当該
機関は、火山地域における土砂災害に関するデータベースを保有しており、こ
のデータベースの活用が本業務の遂行に必要不可欠である。
当該機関は、土砂移動シミュレーションを行い、土砂災害データベースを有す
るとともに、火山砂防計画及び新砂防基本計画に関する一貫した調査研究を
実施しており、「砂防基本計画策定指針(案)」「砂防基本計画策定マニュアル
(案)」の作成はもちろん整備計画の考え方についての提言も行っている。ま
た、当該機関は、国内の全ての活動的な火山における総合的な火山砂防計
画に関わる業務に携わっており、高度な知識、経験、行政的な中立性・公平性
を有している。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入



番号 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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9337 （財）先端建設技術センター
石狩川砂防事業の内　黒岳沢
川緊急時無人化施工検討業務
（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年6月29日 16,905,000

本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たすことが不可欠である。
① 無人化施工技術の調査研究・開発及び関連する行政機関の施策等各分野
に精通した技術と経験を有していること。
② 砂防事業における応急復旧工について精通しており、かつ公平性・中立性
の立場で無人化施工の工法を選定可能であること。
財団法人先端建設技術センターは、建設事業に係る先端的な技術に関する
調査研究、開発及び普及を図ることにより、国土基盤整備の推進を図り、もっ
て国民生活の安定と向上に資することを目的として設立された公益法人であ
る。
上記法人は、先端技術に関する調査研究、開発及び普及について、調査研究
から普及までの一貫体制、開発技術の実用化についての諸基準の調整、各
分野の協力による技術開発の促進など優れた特色をもって幅広い取組みを全
国的に展開しており、これらを通してすぐれた調査ノウハウを有しているととも
に専門研究員を多くかかえている。また、建設事業における施工の自動化や
無人化、災害対策について幅広い調査研究を行い、砂防施設における緊急時
の無人化施工の標準書となっている『緊急時の無人化施工ガイドブック』の作
成を行うなど、公平性・中立性の立場から総合的な先端技術の開発・普及を行
うとする公益法人であり、本業務の履行に必要な条件を満たしている唯一の
者である。
よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により、
財団法人先端建設技術センターと随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争等に
移行すること
としたもの

公募手続きを
導入

9338
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

石狩川上流・天塩川上流　危機
管理対策検討業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年6月29日 33,635,000

本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たすことが不可欠である。
①本業務に必要な関係行政機関及び関係法令などの広域的な調査、研究
データの活用を図るため、北海道内での国、道、市町村及び気象台などと防
災に関する横断的な人的ネットワークを有していること。
②地震、洪水など北海道の河川に関わる災害発生時の情報連絡体制、組織
体制など危機管理に関して専門的な知識と豊富な経験を有しているとともに、
行政的な見地からの広範な知見と高度な公平性・中立性を有していること。
財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に係わ
る国土の保全と利用に関する総合的な調査研究及び技術開発を行い、その
成果を活用した技術情報の提供、広報、研修等を通じて、事業の効率的な推
進及び施設の適正な管理に資することを目的で設立された公益法人である。
上記法人は、平成８年より防災エキスパート制度を設け、北海道全域において
大規模災害が発生したときに公共土木施設などの被災状況を迅速に収集、関
係行政機関に情報提供するなど広域的に災害状況を見聞きすることを可能と
している。また、平成１５年度の台風１０号豪雨は、日高地方管内に甚大な被
害をもたらしたが、その時、当法人は、降雨、流出量を評価し、計画規模を上
回る時の河川管理の課題を検討し、河川管理者としての危機管理のあり方、
さらに河川管理者と防災機関の連携のあり方、防災情報等の危機管理などに
ついて検討を行い、その改善策等を提示している。当部においても、本業務と
同様の検討業務を平成１４年度から継続的に実施しており、石狩川上流及び
天塩川上流における危機管理対策等の内容に精通・熟知しているとともに、そ
の課題等を十分に把握している。また、公益法人としての公平性・中立性を有
するとともに、河川行政等にも精通した高度な知識と豊富な実務経験を有する
ことから、上記法人は、本業務の履行に必要な条件を満たしている唯一の者
である。
よって、会計法第２９条の３第４項（予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）
の規定により、財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約を結ぶもの
である。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9339 （財）北海道開発協会
忠別ダム建設事業の内　工事誌
編纂資料作成業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年7月13日 9,765,000

本業務の遂行にあたっては、地域整備状況に関して市町村担当者への聞き
取り調査を行うほか、粗原稿の校正にあたっては、これまで忠別ダム事業に携
わった職員から構成されるアドバイザー会議を行い修正を図るものであり、豊
富な経験と専門知識が必要不可欠である。
財団法人北海道開発協会は、北海道開発事業の推進達成に寄与することを
目的とし、北海道開発に関する調査研究、資料の収集及び業務の受託を行っ
ている公益法人である。
上記法人は、本業務の初年度から工事誌編纂資料作成業務を実施し、本業
務の内容全般に精通・熟知しているとともに、忠別ダムと同水系の石狩川にお
ける直轄の大規模なダムである大雪ダム、漁川ダム、定山渓ダム、滝里ダム
の工事誌編纂業務を行うなど豊富な経験と専門知識、本業務の関係者との信
頼関係を有しており、本業務を円滑に遂行できる唯一の者である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定により、
財団法人北海道開発協会と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも

の



番号 所管公益法人等の名称
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9340
（財）砂防・地すべり技術セン
ター

石狩川砂防事業の内　十勝岳
火山噴火緊急対策検討業務（一
式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年7月27日 34,650,000

本業務は、十勝岳の火山噴火に伴う土砂災害の減災を目的とした、火山噴火
緊急減災対策計画の検討を行うものである。具体的には気象庁との連携によ
り作成された十勝岳噴火シナリオに基づき、噴火の前兆現象等から噴火まで
の間に対応可能な緊急対策工を検討し、施設配置による効果評価を行い、
適な緊急減災対策を立案するものである。
本業務の遂行にあたっては、十勝岳の噴火によって想定される被害の定量的
な見積もりや、それに対する緊急対策工の配置による火山現象への影響評価
など、火山防災に関わる高度な検討手法を熟知している必要がある。またそ
れに加えて行政が行う噴火前の対策、噴火時の緊急体制、火山砂防基本計
画策定手法など火山防災対策全般にわたる高度な技術と豊富な経験も必要
である。
当該機関は、雲仙普賢岳、三宅島、浅間山など国内全ての活動的な火山にお
ける総合的な火山砂防計画立案に関わる業務に携わった経験を有しており、
国内外の実績から家屋等の構造物の耐力計算等を行い噴火による被害程度
を定量的に評価する手法など、本業務に必要な高度な技術・知識を有してい
る。また十勝岳の噴火により発生する火山泥流、溶岩流、火砕流等の火山現
象による既存砂防施設の効果を定量的に評価することが本業務では必要不
可欠であるが、当該機関は火山現象の影響を信頼性の高く予測できる手法で
ある「二次元数値シミュレーションプログラム（New-SASS)」（特許出願中）を独
自に開発しており、同時にパラメータや境界条件の設定等、当該プログラムを
用いて数値シミュレーションを行い、その結果を火山噴火緊急減災計画の立
案に反映する技術を有する機関である。その他にも「雲仙普賢岳火山防災計
画調査」、「有珠山防災計画検討調査」、「富士山ハザードマップ検討調査」な
ど我が国の火山防災対策について経験豊富であり、火山噴火堆積物のＧＩＳ
データや既存の砂防施設によって火山噴火現象が抑制された事例、噴火時に
おける住民の火山ハザードマップに対する意識調査結果など、緊急時の防災
対応に関する膨大なデータベースを有している。これらのデータベースは本業
務実施上必要不可欠なものである。
また「火山噴火緊急減災対策計画作成ガイドライン」の策定に携わるなど、行
政的な中立性・公平性を有した機関である。
当該機関は上記能力を有する唯一の者であり、随意契約を行う。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

9341
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

一般国道４０号　旭川市　旭橋
技術検討委員会運営業務（一
式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年8月3日 2,625,000

本業務は、学識経験者、橋梁技術専門家、有識者等と連携を図りながら委員
会を運営していくことから、以下の条件を満たすことが必要である。
①学識経験者や専門家等との人脈・信頼が厚いこと。また、行政的な公平・中
立の立場で検討結果の取りまとめができること。
②道路構造物の補修等に関する検討委員会開催、運営に係る業務の実績を
有していること。
③積雪寒冷地における道路構造物に関する維持管理・補修工法の調査・計
画、また、道路防災の検討などについて専門的知識と豊富な経験を有してい
ること。
（財）北海道道路管理技術センターは、北海道における一般国道等に係る道
路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効かつ
適正な利用、その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技術開
発を行うことにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与することを目的とし
て設立された公益法人であり、行政的見地からの広い視野と高い公平性・中
立性を有している。また、同法人は北海道における災害等の検討委員会運営
の実績があり、道路管理、防災等に関する豊富な知識と経験を有している。さ
らに、公益事業として道路管理技術委員会を設置運営するなど、各分野の学
識経験者と連携して道路管理に特化した種々の研究を行っている唯一の法人
である。
よって、会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、財
団法人北海道道路管理技術センターと随意契約を結ぶものである。

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)
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9342
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

石狩川上流　石狩川水防公開
演習企画検討業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年8月17日 37,112,000

本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たすことが不可欠である。
①北海道内で実施された水防公開演習の内容に精通・熟知し、現地条件に対
応した検討が可能なこと。
②公平・中立な立場から水防に関する防災機関や市民団体等との連携・調整
が行えること。
③防災対策及び水防工法などを熟知するとともに、行政的な見地からも企画
立案できる専門的な知識と豊富な経験を有していること。
財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に係わ
る国土の保全と利用に関する総合的な調査研究及び技術開発を行い、北海
道総合開発の円滑な展開に資することを目的に設立された公益法人である。
上記法人は、これまで道内で実施した全ての水防公開演習の企画立案に携
わり良好な成果を上げており、本業務の内容等に精通・熟知している。また、
出水にあたり現地の水防活動の技術的支援を行うボランティアである防災エ
キスパート制度「北海道開発局防災エキスパート制度要綱（河川）」（平成８年
８月８日）の事務局を担当し、防災活動が安全かつ円滑に行われるよう、平時
から各種演習への参加や技術研修会等を開催運営するなど、水防に関する
豊富な経験と技術を有しており、本業務の履行に必要な条件を満たしている
唯一の者である。
よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４の第３号）の規定によ
り、財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約を実施するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9343 （財）河川環境管理財団
天塩川上流河川愛護学習資料
検討業務（一式）

一関　祐次
旭川開発建設部名寄河川事務
所
名寄市西6条南9丁目

平成17年9月6日 12,697,000

本業務を遂行するに当たっては、①国民共有の社会基盤である河川敷利用
や、河川愛護の学習を行うにあたって、行政的な見地からの広範な知見と高
い公平性・中立性②北海道の河川環境及び河川管理に精通した高度な知識・
判断③天塩川流域生態環境についての専門的な知見と、河川環境教育につ
いての幅広い経験・知見の全てを満たしていることが不可欠である。
（財）河川環境管理財団は、河川環境の保全、整備及び総合的な調査研究等
並びに河川等に関する試験、研究に対する助成を行い、もって国民の生活環
境の向上に寄与する事を目的に設立された公益法人である。
上記法人は公益法人であり、行政的な見地から公平中立的な河川愛護の学
習資料の検討が出来ること、北海道の河川環境及び河川管理に精通するとと
もに、全国の河川学習施設の整備・管理・運営に係わる、多くの実績を有して
いること、また、天塩川流域の総合学習に関する様々な情報を把握し、教育行
政と河川行政に精通している唯一の法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項（予決令１０２条の４第３号）の規定により、財
団法人河川環境管理財団と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

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

9344
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

一般国道１２号外　旭川市　道
路占用適正化促進業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年9月7日 19,340,000

本業務の履行に当たっては、行政行為の補助に係る公共性の高い業務であ
るため、道路関係法令及び国土交通省制定の各種占用許可基準の理解はも
とより、道路の施設管理についての豊富な経験とその立場上営利を目的とし
ない公平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
財団法人北海道道路管理技術センタ－は、北海道における一般国道等に係
る道路管理、道路維持、道路情報提供及び道路空間利用に関する総合的な
調査・研究・技術開発等を進めるとともに、これらに関する事業等を行うことを
目的に、平成２年に設立された公益法人である。
当法人は本業務の履行に必要不可欠な道路関係法令及び国土交通省制定
の各種占用許可基準の理解はもとより、道路の施設管理についての豊富な行
政経験を有する職員を有しており、公平・中立的な業務遂行に対処できる厳格
な服務規律が確保されている。また、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図
るため、蓄積した実績デ－タ－等を基に独自の業務マニュアルを整備している
とともに、研修等を継続的に行い資質の向上に努めている。
以上から、上記法人は北海道内において本業務の目的を確実に履行できる
唯一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9345 （財）日本気象協会
一般国道４０号　名寄市　名寄
バイパス３工区冬期道路状況調
査検討業務（一式）

新目　竜一
旭川開発建設部士別道路事務
所
士別市大通西15丁目3142-31

平成17年10月25日 10,578,000
冬期の道路調査には高度及び専門的な技術が要求されることからプロポーザ
ル方式を採用し、技術提案書の提出を求め総合的に 適な者を特定した。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)
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9346
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

旭川開発建設部管内　道路管
理施設登録業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年11月2日 40,647,000

本業務の遂行にあたっては、道路行政判断を伴う土木技術及びMICHIシステ
ムに関する電子情報技術が必要なことから、次の要件を満たす必要がある
①道路管理データベース基幹システムの登録・更新システムを保有し、使用で
きること。
②道路現況、管理の内容について多岐にわたる豊富な専門的知識と熟達した
業務経験を有していること。
財団法人北海道道路管理技術センタ－は、北海道における一般国道等に係
る道路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効
かつ適正な利用、その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技
術開発を行うことにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与する事を目的
として設立された公益法人であり、北海道において道路管理データベース基幹
システムの登録・更新システムを保有し、使用できる唯一の法人であるととも
に、道路管理関係の業務に関する豊富な知識と経験及び十分対応しうる組織
体制を有している。
よって、本業務を遂行できる唯一の法人である財団法人北海道道路管理技術
センタ－と、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定によ
り随意契約結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9347
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

石狩川上流・天塩川上流　洪水
予測システム改良検討業務（一
式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年11月9日 43,482,000

本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たすことが不可欠である。
①現行の洪水予測システムの内容に精通・熟知していること。
②積雪寒冷地における洪水予測に適した流出モデルに関する高度な知見を
持ち、管内の河川特性に精通するとともに、その解析に関して専門的な知識と
経験を有していること。
財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に係わ
る国土の保全と利用に関する総合的な調査研究及び技術開発を行い、その
成果を活用した技術情報の提供、広報、研修等を通じて、事業の効率的な推
進及び施設の適正な管理に資することにより、北海道総合開発の円滑な展開
に寄与することを目的で設立された公益法人である。
上記法人は、現行の「北海道開発局における洪水予測システム」の開発を
行った実績を有しており、積雪寒冷地である管内の北方圏特有の洪水予測に
関わる高度な知識と経験を有している。また、洪水予測モデルを 先端で研
究・開発しており、これらの調査研究・技術開発に多数の実績を持ち、そのノウ
ハウに精通していることから、本業務を遂行する上で必要とされる条件及び業
務実施能力を有している唯一の者である。
よって、会計法第２９条の３第４項（予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）
の規定により、財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約を結ぶもの
である。

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

9348
（財）リバーフロント整備セン
ター

石狩川上流　河川環境評価検
討業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年11月9日 15,379,000

本業務は、河川の物理特性や生息環境から総合的な河川環境の評価手法を
検討するものである。検討にあたっては、多くの知識と高度な技術力が必要で
あるとともに、河川生態について全国の情報を保有し、そのデータから河道特
性と河川生態についての関係を体系的に整理したデータを保有している必要
があるが、そのようなデータを有しているのは当法人が唯一である。また、検
討にあたっては、厳格な中立・公平な立場が必要であり、これらの条件を満た
すのは当該財団以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

9349
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

旭川開発建設部管内　トンネル
補修検討委員会運営業務（一
式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年11月16日 1,785,000

本業務は、学識経験者、トンネル技術専門家、有識者等と連携を図りながら委
員会を運営していくことから、以下の条件を満たすことが必要である。
①学識経験者や専門家等との人脈・信頼が厚いこと。また、行政的な公平・中
立の立場で 検討結果の取りまとめができること。
②道路構造物の補修等に関する検討委員会開催、運営に係る業務の実績を
有していること。
③積雪寒冷地における道路構造物に関する維持管理・補修工法の調査・計
画、また、道路防災の検討などについて専門的知識と豊富な経験を有してい
ること。
（財）北海道道路管理技術センターは、北海道における一般国道等に係る道
路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効かつ
適正な利用、その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技術開
発を行うことにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与することを目的とし
て設立された公益法人であり、行政的見地からの広い視野と高い公平性・中
立性を有している。また、同法人は北海道における道路構造物等の補修に関
する検討委員会運営の実績があり、道路管理、防災等に関する豊富な知識と
経験を有している。さらに、公益事業として道路管理技術委員会を設置運営す
るなど、各分野の学識経験者と連携して道路管理に特化した種々の研究を
行っている。
よって、本業務を遂行できる唯一の法人である財団法人北海道道路管理技術
センターと、会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により
随意契約を結ぶものである。

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9350 （社）日本建設機械化協会
防雪柵下除雪施工に関する調
査検討業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年12月14日 4,725,000

本業務の履行に当たっては、下記の条件を満たすことを必要とする。
①本装置における施工歩掛の基礎資料を作成するにあたり、公平、中立かつ
非営利的立場からの調査が求められること。
②本装置の性能、現場適合性についての評価及び改良・改善内容の検討を
行うものであり、除雪機械に関する高度で幅広い専門知識と豊富な経験を有
していること。
③本装置の配置計画を策定する上で、コスト・環境・安全等について配慮する
などの行政的視野に立った検討が行えること。
社団法人日本建設機械化協会は、建設事業の機械化を推進し、もって国土開
発と経済発展に寄与することを目的として設立された公益法人である。
上記法人は、建設工事の機械化施工を推進するため、除雪機械の現有実態
調査や稼働実績調査、施工歩掛の調査研究、除雪機械の性能試験を実施し
ており、本業務を遂行する上で必要な専門的知識と豊富な経験並びに業務実
績を有しているなど、上記要件を満たす唯一の法人である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するもの
である。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（18年度から
企画競争に移
行）

9351
（財）砂防フロンティア整備推
進機構

石狩川砂防事業の内　砂防ＧＩＳ
整備検討業務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成17年12月21日 30,135,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

9352 （財）河川情報センター
石狩川上流・天塩川上流　河川
情報管理運用システム検討業
務（一式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成18年2月8日 28,450,000

本業務は、石狩川・天塩川における河川GISの検討を行うものである。当該財
団は、各社が独自の規格で作成している河川GIS間をつなぐ標準インター
フェースをはじめて開発するなど、河川GISに関して代替性のない特定の研究
の成果を有している。また、当該財団は、河川ＧＩＳ基盤データのデータベース
を作成・所有しており、河川GISについて、代替性のない特定の知識等を有し
ており、本業務を遂行できる唯一の者である（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

9353
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

忠別ダム建設事業の内　忠別ダ
ム試験湛水管理補助業務（一
式）

森田　康志
旭川開発建設部
旭川市宮前通東4155番31

平成18年3月8日 3,675,000

本業務の履行にあたって契約業者は、①試験湛水管理補助業務を行う上で
の行政的視野に立った公平性・中立性②洪水時における状況を適切に把握
する能力、ダム施設の機能や保守に関する十分な知識など、試験湛水の管理
に係る専門的な知見と技術③北海道の河川における防災技術に関する広範
な知見④河川環境、ダム環境の保全についての十分な理解の全てを満たして
いることが不可欠である。
財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に関わ
る国土保全と利用に関する総合的な調査研究や技術開発を行い、その成果を
活用した技術情報の提供、広報、研修等を通じて事業の効率的な推進及び施
設の適正な管理に資することにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与す
ることを目的に設立された公益法人である。
上記法人は、公益法人として公平性･中立性を有するとともに、北海道におけ
るダムの試験湛水に係る専門的な知識と経験を有し、貯水池運用、操作方
法、ダム下流河川の安全度や市町の実態、危機管理体制、ダム周辺及び下
流河川における自然環境にも精通しており、ダム管理技士の有資格者も多数
有していることから本業務の履行に必要な条件を満たしている唯一の法人で
ある。
よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により、
財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9354
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

室蘭開発建設部管内道路防災
ドクター技術検討業務（一式）

関口信一郎
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年4月1日 4,527,000

道路防災対策及び災害対応は、常時より地域に即した綿密な連携を図ると共
に、災害時には迅速かつ適切な措置を講じることが必要であることから①中立
かつ公平な立場であること、②道路の管理、防災に十分な専門的知識を有す
ること、③学識経験者からなる技術検討会等の開催に豊富な経験があること、
④学識経験者と密接な関係があり、情報交換できること、⑤道路管理者、学識
経験者、専門技術者間の調整を図ること等を満たすことが必要である。
財団法人北海道道路管理技術センタ－は、北海道における一般国道等に係
る道路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効
かつ適正な利用、その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技
術開発を行うことにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与する事を目的
として設立された公益法人である。
同法人は、①公益法人であり行政的見地からの広い視野と高い公平性・中立
性を有すること、②防災ドクター制度を運用している唯一の団体で、北海道に
おける災害等の検討委員会運営の実績があり、道路管理、防災等に関する豊
富な知識と経験を有していること、③公益事業として道路管理技術委員会を設
置運営しており、各分野の学識経験者と連携し種々の研究を行っていることか
ら、本業務に必要な条件を満たしている唯一の法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により
財団法人北海道道路管理技術センターと随意契約を行う。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9355
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

二風谷ダム直轄堰堤維持の内
管理補助業務（一式）

関口信一郎
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年4月1日 42,037,000

本業務の履行にあたって契約業者は
① ダム管理補助業務を行う上での行政的視野に立った公平性・中立性
② 洪水時における状況を適切に把握する能力、ダム施設の機能や保守に関
する十分な知識など、ダムの管理に係る専門的な知見と技術
③ 北海道の河川における防災技術に関する広範な知見
④ 河川環境、ダム環境の保全についての十分な理解
の全てを満たしていることが不可欠である。
　財団法人河川防災研究センターは、北海道における河川防災に係わる国土
の保全と利用に関する総合的な調査研究及び技術開発を行い、その成果を
活用した技術情報の提供、広報、研修等を通じて事業の効率的な推進及び施
設の適正な管理に資することにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与す
ることを目的に設立された公益法人である。
　同法人は、公益法人として公平性、中立性を有するとともに、北海道開発局
が行うダムの管理に係る専門的な知識と経験を有し、二風谷ダムの貯水池の
運用、操作方式、ダム下流河川の安全度や市町村の実態、危機管理体制、ダ
ム周辺及び下流河川における自然環境等について精通していることから、本
業務の履行に必用な上記の条件を満たしている唯一の法人である。
よって、会計法第29条の3第4項（予決令第102条の4第3号）の規定により、財
団法人北海道河川防災研究センターと随意契約する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9356 （財）日本気象協会
厚真ダム外水源流量調査業務
（一式）

関口信一郎
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年4月1日 15,314,000

適時の流量等の観測能力として迅速な気象情報収集能力、観測適時予測の
ための気象予報能力及び一斉観測能力が必要であり、データの評価・管理能
力としてデータの有効性の判断能力、膨大なデータの管理能力を有する唯一
の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）

9357
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

室蘭開発建設部管内電気通信
現場技術業務（一式）

関口信一郎
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年4月6日 16,170,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9358
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

苫小牧道路事務所管内現場技
術業務（一式）

関口信一郎
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年4月6日 86,483,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9359
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

室蘭道路事務所管内現場技術
業務（一式）

関口信一郎
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年4月6日 15,147,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9360
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

有珠復旧事務所管内現場技術
業務（一式）

関口信一郎
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年4月6日 46,846,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9361
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

浦河道路事務所管内現場技術
業務（一式）

関口信一郎
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年4月6日 63,434,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9362
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

日高道路総合事業所管内現場
技術業務（一式）

関口信一郎
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年4月6日 48,300,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9363
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

白老港外３港現場技術業務（一
式）

関口信一郎
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年4月6日 50,595,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ
ととしたもの

公募手続きを
導入

9364
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

苫小牧港現場技術業務（一式）
関口信一郎
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年4月6日 27,994,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ
ととしたもの

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日
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9365 （社）日本潜水協会
苫小牧港水中部施工状況調査
業務（一式）

西本　光宏
室蘭開発建設部苫小牧港湾事
務所
苫小牧市末広町１丁目

平成17年4月21日 2,367,000

本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たしていることが必要である。
①港湾工事等の水中工事に関し、高度な知識と豊富な経験を有していること。
②港湾工事等の施工および調査方法に係わる専門的な知識を有していると共
に、国土交通省が定めた「水中部施工状況調査の手引き」に定められた特定
潜水士を配置できること。
③監督業務の補助として行うものであり、公平性、中立性が強く求められるこ
とか　ら、公益性の高いものであること。
　社団法人日本潜水協会は、港湾工事に携わる潜水士の技術向上、労働災
害の防止及び計画的養成を行うことにより、潜水事業の健全な発展を図り、
もって港湾整備の促進と、海洋開発の振興に資することを目的に設立された
公益法人であり、社団法人日本潜水協会が制定した「港湾潜水技士」資格を
認定する唯一の機関であるとともに、「水中部施行状況調査の手引き」に定め
られた潜水業務特別研修を行う唯一の公的機関である。さらに同法人は、本
業務に必要な技術に関する専門的な特別研修を全国において実施するなど
の実績を有するほか、昭和６２年度から北海道開発局が実施する港湾・漁港
工事に係わる水中部施工状況調査や、国土交通省各整備局等が実施する同
様の業務を受注し、優れた成果を納め、適切な監督検査業務の履行に寄与し
ており、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし業務実施能力を有し
ている唯一の法人である。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条４の第３号の
規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

9366
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

室蘭港入江地区－８ｍ耐震岸
壁施工計画検討業務（一式）

箕作幸治
室蘭開発建設部室蘭港湾事務
所
室蘭市祝津町１丁目１－６

平成17年4月26日 19,289,000

本業務の履行にあたっては、
① 隣接するフェリー岸壁の利用に配慮しながらの工事であり、現地利用状況
の把握、想定される問題点を考慮しながらの施工検討となるなど検討項目が
多岐に亘るため、建設技術や施工計画立案に関する豊富な知識と経験を有
すること。
② 施工性、経済性から安全性に至まで多岐に亘る分野の検討結果を取りまと
め、これらを基に行政的視野に立った高度な技術、知識等を活用した判断が
できること。
③ 施工方法の検討にあたっては、採否の優劣においては特定の私企業が有
利又は不利とならないよう中立性、公平性が強く求められることから、公益性
が高いものであること。
これらすべてを満たしていることが不可欠である。
　財団法人　港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾、海岸及び空港の
建設・維持管理事業の発注及び施工に係わ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、海岸及び空港の建設・
維持管理事業のより一層円滑な執行を図ることを目的として設立された法人
であり、施工管理、積算、環境関係等の建設技術に関し、調査研究を広範囲
に推進し、建設技術に関する高い知識と技術力を有している組織であることか
ら、同センターは本業務の目的を達成し得る唯一の機関であると判断される。
　以上のことから、本業務について会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条４の第３号により財団法人港湾空港建設技術センターと随意契約を結ぶも
のである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9367 （財）日本気象協会
白老港外１港気象・海象観測
データ解析評価業務（一式）

箕作幸治
室蘭開発建設部室蘭港湾事務
所
室蘭市祝津町１丁目１－６

平成17年4月26日 5,145,000

本業務の履行にあたっては、
　① 積雪寒冷地の気象・海象に関する専門的知識を有し、観測データの品質
管理に必要な適切な判断と評価ができること。
　② 気象・海象観測機器の操作ができること。
　③ 異常気象発生時に、迅速に気象庁資料等必要な情報を収集し、分析等
行うための施設を備えていること。
の全てを満たしていることが不可欠である。
　財団法人日本気象協会は、気象、地象、水象に関する科学及び技術の進歩
に協力するとともに、気象の利用方法の普及並びに指導を行うことにより気象
に関する事業の発展を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的
に設立された公益法人であり、日頃の事業を通じ気象・海象等に関する幅広
い調査研究を行っていることから、これらに関する専門的知識に優れ、全国的
な動向、情報全般を把握した判断力を有している。さらに同法人北海道支社
は、長年にわたり広く積雪寒冷地における気象・海象観測、予報、啓蒙に関す
る業務の実績があり、高度で専門的な知識と蓄積された成果を豊富に有して
いるなど、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし、業務実施能力を
有している唯一の法人である。また、財団法人日本気象協会北海道支社へ
は、これまでも白老港及び室蘭港における観測記録の分析、とりまとめ並びに
調査検討を発注し適正な成果を得ている。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号の規定により上記法人を随意契約の相手方として選定するもの
である。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）
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量
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9368
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

室蘭開発建設部管内地域防災
対策検討業務（一式）

関口信一郎
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年5月11日 24,854,000

本業務は、道路管理者、防災関係機関、道路利用者等と連携を図りながら協
議会を運営していくことから、①利害権限の調整に及ぶため中立かつ公平な
立場であること、②北海道における災害等の検討委員会運営の実績があるこ
と、③道路防災連絡協議会運営の実績があること、④各種道路施策に関する
豊富な知識と経験を有していること、④道路管理、防災等に関する豊富な知識
と経験を有していること等を満たすことが必要である。
財団法人北海道道路管理技術センタ－は、北海道における一般国道等に係
る道路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効
かつ適正な利用、その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技
術開発を行うことにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与する事を目的
として設立された公益法人である。
　同法人は、①公益法人であり行政的見地からの広い視野と高い公平性・中
立性を有すること、②北海道における災害等の検討委員会運営の実績を有す
ること、③道路防災連絡協議会運営の実績があり、道路管理、防災等に関す
る豊富な知識と経験を有していることから、本業務に必要な条件を満たしてい
る唯一の法人である。
よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により
財団法人北海道道路管理技術センタ－と随意契約を行う。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

9369
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター

沙流川総合開発事業の内平取
ダム環境検討業務（一式）

関口信一郎
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年5月11日 104,267,000

大気環境の影響検討にあたっては、工事 盛期の工事量と粉じん・騒音等の
発生量を効率的に推定する必要があるため、ダム型式・規模別工事量ＤＢや
大気環境ＤＢを利用することが必要不可欠である。ＷＥＣが保有するこれらの
ＤＢは、長期間にわたる調査・研究の実績の中から構築されたものであり、そ
の情報量、精度の面で唯一信頼のおけるものである。
また、高度な知識及び 新の情報を関係する学識経験者等の協力のもとに蓄
積していく必要があるとともに、全国的な広範な知見のもとに、統一的に、行政
上の政策検討として中立かつ公平な立場から実施する必要がある。
ＷＥＣは、専門的な知識・情報、豊富な経験、高度な技術力を有しており、上記
の理由から本業務の目的を達成できる唯一の機関である。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地が
あるもの

随意契約によら
ざるを得ないも
の（88,627千円）

公募手続きを
導入(15,640千
円)

9370
（社）寒地港湾技術研究セン
ター

苫小牧港長周期波制御に関す
る適用性評価業務（一式）

西本　光宏
室蘭開発建設部苫小牧港湾事
務所
苫小牧市末広町１丁目

平成17年5月12日 22,993,000

本業務の遂行にあたっては、以下の要件を満たしていることが必要である。
　　・  本業務の成果は、今後の事業計画に反映させる基礎資料となり、かつ
長周期波制御の技術開発に係る端緒となることから、特定の私企業が有利又
は不利とならないよう、中立性、公平性が強く求められること。
　　・  長周期波を制御するための検討であることから、北海道において波浪制
御を含む港湾技術に関する幅広い専門的知識や応用能力を有すること。
　　・  全国初の構造形式の適用にあたっては、事業コスト削減や建設副産物
利用の可能性など、行政的視野も含めた総合的な検討・検証が必要となるこ
と。
　　・  関係学識者・有識者による検討会を開催することから、関係学識者・有
識者との人的交流に優れていること。
　社団法人寒地港湾技術センターは、積雪寒冷地の氷風雪・波浪の制御及び
利用に係る港湾技術及びこれに関連する技術の調査研究に努め、積雪寒冷
地において冬に強い港湾の整備を促進し、もって我が国の港湾の発展に寄与
することを目的に設立された公益法人である。
　同法人は、「寒地強波浪海域における波浪等制御構造物の設計法に関する
研究」をはじめ波浪・設計・港湾建設技術など数多くの自主研究を行っており、
北海道の波浪や波浪制御技術等に関して高い専門的な知見や技術を有して
いる。また、多くの委員会による総合的な検討を行った実績があり、関係学識
者・有識者との人的交流にも優れている。さらに、本業務は平成１５～１６年度
に実施した「苫小牧港西港区静穏度対策工検討業務」と深く関連する業務で
あるが、履行した同法人は業務目的を満足する良好な成果報告を行ってお
り、本業務に至る情報、履行の経緯等も熟知している。
　以上のとおり、上記法人は本業務を遂行するうえで必要とされる条件及び業
務実施能力を満たしている唯一の公益法人である。このことから、会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、上記法人を随意契約の
相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9371
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

苫小牧河川事務所現場技術業
務（一式）

関口信一郎
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年5月18日 87,695,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
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9372
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

室蘭開発建設部管内道路技術
審査補助業務（一式）

関口信一郎
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年5月18日 4,328,000

　当業務は、入札時において総合評価落札方式により落札者を選定する際、
価格と同様に扱われる技術提案の審査を補助するものであり（上記積算補助
業務と同じ）、仮に技術提案審査に関する情報が漏洩した場合には、適正な競
争が阻害され、国の損害に直結する。このため、本来は法律上の守秘義務が
かかった公務員（国土交通省職員）で対応すべき業務である。この業務につい
ては、専門的な知識・経験及び中立的な立場はもちろんのこと、国土交通省の
監督権の下において高度な機密保持の体制が確保できる公益法人に履行さ
せる必要がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9373
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

えりも港外３現場技術業務（一
式）

関口信一郎
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年5月18日 23,760,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ
ととしたもの

公募手続きを
導入

9374 （財）日本気象協会
苫小牧港気象・海象観測データ
解析評価業務（一式）

西本　光宏
室蘭開発建設部苫小牧港湾事
務所
苫小牧市末広町１丁目

平成17年5月26日 4,333,000

本業務の履行にあたっては、
　① 積雪寒冷地の気象・海象に関する専門的知識を有し、観測データの品質
管理に必要な適切な判断と評価ができること。
　② 異常気象発生時に、迅速に気象庁資料等必要な情報を収集し、分析等
行うための施設を備えていること。
の全てを満たしていることが不可欠である。
　財団法人日本気象協会は、気象、地象、水象に関する科学及び技術の進歩
に協力するとともに、気象の利用方法の普及並びに指導を行うことにより気象
に関する事業の発展を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的
に設立された公益法人であり、日頃の事業を通じ気象・海象等に関する幅広
い調査研究を行っていることから、これらに関する専門的知識に優れ、全国的
な動向、情報全般を把握した判断力を有している。さらに同法人北海道支社
は、長年にわたり広く積雪寒冷地における気象・海象観測、予報、啓蒙に関す
る業務の実績があり、高度で専門的な知識と蓄積された成果を豊富に有して
いるなど、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし、業務実施能力を
有している唯一の法人である。
また、財団法人日本気象協会北海道支社へは、これまでも苫小牧港における
観測記録の分析、とりまとめ並びに調査検討を発注し良好な成果を得ている。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号の規定により上記法人を随意契約の相手方として選定するもの
である。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

9375
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

沙流川流域委員会運営業務（一
式）

関口信一郎
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年6月1日 30,716,000

本業務を遂行するに当たっては下記の条件を満たすことを必要とする。
①河川整備基本方針および河川整備計画については、 も上位計画となるも
のであり、検討にあたっては、治水、利水、環境に関わる総合的な知識および
技術力を有してこと。
②沙流川流域に係る河川と流域の現状および沙流川の現河川整備基本方
針、河川整備計画の策定経過、議論経過など計画内容に精通・熟知している
こと。
③学識経験者及び流域関係者により構成された委員会の開催・運営に豊富な
経験を有していること。
財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に係わ
る国土の保全と利用に関する総合的な調査研究及び技術開発を行い、その
成果を活用した技術及び情報の提供、広報、研修等を通じて、事業の効率的
な推進及び施設施設の適正な管理に資することにより北海道総合開発の円
滑な展開に寄与することを目的に設立された公益法人である。
　上記法人は、治水、利水、環境に関わる総合的かつ高度な技術を有し、沙流
川における平成１５年８月洪水の流量規模の評価並びに対策検討を実施する
と共に多くの河道計画等に関する研究実績と経験を有している。また、平成１
２年度から平成１４年度の３ヶ年において現沙流川水系河川整備計画の策定
に向けた流域委員会を開催・運営しており、議論経過と計画内容に精通・熟知
している。さらに、石狩川流域委員会、天塩川流域委員会の運営を行うなど豊
富な経験を有している。
以上のとおり、上記法人は本業務の遂行に必要な条件を満たすと共に本業務
と密接に関係している研究、業務を実施してきており、業務を迅速、円滑に遂
行できる唯一の公益法人と認められる。
　このことから、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規
定により、財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約を実施するもの
である。

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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9376 （社）日本潜水協会
浦河港外４港水中部施工状況
調査業務（一式）

廣田正俊
室蘭開発建設部浦河港湾事務
所
浦河町築地１丁目４番２３号

平成17年6月8日 3,686,000

本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たしていることが必要である。
①港湾工事等の水中工事に関し、高度な知識と豊富な経験を有していること。
②港湾工事等の施工および調査方法に係わる専門的な知識を有していると共
に、国土交通省が定めた「水中部施工状況調査の手引き」に定められた特定
潜水士を配置できること。
③本業務は発注者が行う監督業務の補助として行うものであり、公平性、中立
性が強く求められることから、公益性の高いものであること。
　社団法人日本潜水協会は、港湾工事に携わる潜水士の技術向上、労働災
害の防止及び計画的養成を行うことにより、潜水事業の健全な発展を図り、
もって港湾整備の促進と、海洋開発の振興に資することを目的に設立された
公益法人であり、社団法人日本潜水協会が制定した「港湾潜水技士」資格を
認定する唯一の機関であるとともに、「水中部施行状況調査の手引き」に定め
られた潜水業務特別研修を行い、適正な特定潜水士の配置ができる唯一の
公的機関である。さらに同法人は、本業務に必要な技術に関する専門的な特
別研修を全国において実施するなどの実績を有するほか、昭和６２年度から
北海道開発局が実施する港湾・漁港工事に係わる水中部施工状況調査や、
国土交通省各整備局等が実施する同様の業務を受注し、優れた成果を納め、
適切な監督検査業務の履行に寄与しており、本業務を遂行する上で必要とさ
れる条件を満たし業務実施能力を有している唯一の法人である。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条４の第３号の
規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

9377
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

室蘭開発建設部危機管理演習
支援業務（一式）

関口信一郎
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年6月29日 6,789,000

業務の実施のためには、①当部防災関連規定を十分に熟知していること、②
北海道の道路施設等における自然災害に関して発災の原因から対応対策に
至るまでの専門的知識を有していること、③演習で得た結果を分析し、今後の
災害対応に反映させるためには、公平性・中立性が強く求められることから、
公益性の高い受注者であることが必要不可欠である。
　（財）北海道道路管理技術センターは、北海道における一般国道等に係る道
路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効かつ
適正な利用その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技術開
発、道路愛護思想の普及、道路美化事業などを行うことにより、北海道総合開
発の円滑な展開に寄与することを目的に設立された公益法人である。
　上記法人は、全道各開発建設部の道路防災ドクター技術検討業務を受注
し、防災に関する調査・検討を随時行っており、本業務に必要な専門的知識に
精通し、かつ、全道的な動向・情報等も把握している。また、各開発建設部で
の危機管理演習業務を受注しており、道路はもとより、河川・港湾・農業等の
施設災害のシナリオも数多く手がけている。
　以上のことから、上記法人は本業務の遂行に必要な条件及び業務実施能力
を有している唯一の公益法人と判断される。
よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により、
財団法人北海道道路管理技術センターを随意契約の相手方として選定するも
のである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの
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9378 （財）北海道開発協会
白老港改修工事の内漁業補償
調査積算業務（一式）

関口信一郎
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年6月29日 5,544,000

本業務の実施に当たっては、　以下の条件を満たす必要がある。
　①港湾工事の施工に起因する影響区域の判定、漁業資源の調査、漁業区
域の消滅・漁撈制限・漁場価値減少等の漁業権の内容等について、極めて専
門的な知識が必要である。
　②通常の損失補償業務とは異なる漁業補償の内容を熟知して調査積算しな
ければならないため、業務に精通した豊富な知識・経験が必要である。
　③漁業補償額の算定にあたっては、漁業協同組合及び組合員の経営実態
や生活実態等が明らかになることから、調査の信頼性や守秘性が特に重要で
ある。
　④過去の漁業補償の事例を考慮にして、公平、中立な立場で調査積算を行
うことが必要である。
　⑤白老港港湾整備計画に基づく漁業補償の調査等は、平成３年度から継続
（平成３・４・５・１１・１５・１６年度）して実施していることから、過年度に実施され
た補償内容との整合性を図る必要がある。また、本業務は、平成１６年度に実
施した補償調査整理業務に基づき補償額を算定するものであり、平成１６年度
実施の情報、履行の確認、漁業協同組合及び組合員の事情等を詳細に熟知
している必要がある。
　財団法人北海道開発協会は、北海道開発の推進達成に寄与することを目的
に設立された公益法人であり、公共事業の施行に伴う損失補償及び各種特殊
補償案件の調査研究活動等を行っており、漁業補償調査積算業務に関する
豊富な知識・経験を有している。
　また、当協会は、白老港港湾整備計画に基づく漁業補償の調査積算等を過
年度から実施しており、平成１６年度に実施した「白老港改修工事の内漁業補
償調査整理業務」は漁業区域の消滅及び漁業権に与える影響等の把握、漁
業協同組合及び組合員の事情等を詳細に熟知し調整を行う等高い評価と十
分な成果を納めている。
　平成１７年度業務は、前年度からの継続が主務であり、平成１６年度に業務
を実施している当協会が も業務に精通しているとともに、公平、中立な立場
から補償額の算定等を円滑に効率的・効果的・適格に業務を遂行することが
できる。
　以上のことから、当協会は、上記必要条件を満たす唯一の法人であり、会計
法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
より、上記法人を随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

9379 （社）海洋調査協会
室蘭開発建設部管内海象観測
システム信頼性維持検討調査
（一式）

関口信一郎
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年7月6日 8,400,000

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
等を熟知しているとともに、信頼性の高いデータを確保するため出力データの
適切な評価が行え、さらに、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。
（社）海洋調査協会は、海洋調査業務の発展に関する調査、研究及び気象・海
象等の観測機器の研究開発・海洋調査のための各種技術指針の作成も手が
けている。また、協会内に学識経験者及び有識者からなる委員会を設置し、気
象・海象・地理的条件等を総合的に勘案したデータ精度の確保に関する検討
を行い、現在室蘭開発建設部が維持管理している海象観測装置についてもそ
の検討結果を反映している。
　加えて同協会は、波浪観測に関して現在の波浪観測実施要領で波高計の
標準と指定されている海象計の開発主体であり、室蘭開発建設部管内に設置
している海象計に関する特許を得ている。また、波浪・潮位データ収集システ
ムに関する機能と出力データをあわせて評価し同システムを熟知している。さ
らに海象計の方位変動の確認及び潮位井戸の性能管理手法に関する技術的
提案をしており、その提案を確認しているところである。
　以上の理由により、会計法第２９条３第４項の「契約の性質または目的が競
争を許さない場合」に基づき、（社）海洋調査協会と随意契約するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに総合評価
方式による一般
競争入札に移
行）
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契約担当官等の氏名並びにそ
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9380
（社）寒地港湾技術研究セン
ター

室蘭港保安対策検討調査業務
（一式）

関口信一郎
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年7月6日 7,809,000

本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たしている事が必要である。
① 積雪寒冷地における港湾の利用特性及び現場条件を熟知し、北海道の港
湾構造物に精通していること。
② 改正SOLAS条約及び「国際船舶・港湾保安法」等を熟知し、これらを基に行
政的視野に立った高度な技術、知識等を活用した検討ができること。
③ 長期的に秘密を保持すべき情報又は文書の取扱い、保管及びこれに伴う
必要な措置を講じれること。
　（社）寒地港湾技術研究センターは、積雪寒冷地の氷風雪・波浪の制御、及
び利用に係る港湾技術及びこれに関連する技術の調査研究に努め、積雪寒
冷地において冬に強い港湾の整備を促進し、もって我が国の港湾の発展に寄
与することを目的に設立された公益法人であり、北海道の港湾事業全般にか
かわる利用特性や整備方策について幅広い調査研究を行っているため、これ
ら港湾に関する専門的知識に優れ、全道的な動向、情報全般を把握してい
る。
　平成１５年度には「室蘭港築地地区門扉等施設検討業務」において制限区
域障壁設置に関する業務、平成１６年度には「室蘭港保安対策検討調査業
務」の実績もあり、「国際船舶・港湾保安法」等に関する専門知識に優れ、公益
的な情報ネットワークにより道内外を含めた情報全般を把握している。また、
公益法人としての立場から民間業者に対する意向調査に対しても企業情報や
「埠頭保安規程」等に係わる秘密の保全、及び本業務の実施過程で知り得た
内容の秘密保持・保管等を確保できることから、同センターは本業務の目的を
達成し得る唯一の機関と判断される。
　以上のことから、本業務について会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条４の第３号により（社）寒地港湾技術研究センターと随意契約を結ぶもので
ある。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9381
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

苫小牧港港湾施設健全度点検・
評価業務（一式）

西本　光宏
室蘭開発建設部苫小牧港湾事
務所
苫小牧市末広町１丁目

平成17年7月7日 12,936,000

本業務の履行に当たっては、
  ①　港湾構造物の現場条件、施工技術を熟知したうえで、維持管理に精通し
ていること。
  ②　点検に当たっては、全国的な立場で公平かつ適切な判断ができること。
  ③　多岐に渡る各種専門分野の点検結果を取りまとめ、これらを基に行政的
視野に立った高度な技術、知識等を活用した評価ができること。
　の全てを満たしていることが不可欠である。
　（財）港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾、海岸及び空港の建設・
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、海岸及び空港の建設・維持管理
事業のより一層円滑な執行を図ることを目的として設立された公益法人であ
り、施設の点検診断手法、施設状態のデータベース化、適時適切な維持・改
良工事の実施手法、ライフサイクルコストの観点を踏まえたアセットマネジメン
ト手法等の維持管理技術に関する調査研究を広く行うなど、同法人の目的を
達成するために必要な事業を全国的に展開しており、上記要件を満たす唯一
性が認められる。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

9382
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

一般国道３６号室蘭市外道路占
用適正化促進業務（一式）

関口信一郎
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年7月20日 15,340,000

本業務の履行に当たっては、行政行為の補助に係る公共性の高い業務であ
るため、道路関係法令及び国土交通省制定の各種占用許可基準の理解はも
とより、道路の施設管理についての豊富な経験とその立場上営利を目的とし
ない公平・中立性及び厳格な守秘義務が求められる。
　財団法人北海道道路管理技術センターは、北海道における一般国道等に係
る道路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効
かつ適正な利用その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技術
開発、道路愛護思想の普及、道路美化事業などを行うことにより、北海道総合
開発の円滑な展開に寄与することを目的に設立された公益法人である。
　当法人は本業務の履行に必要不可欠な道路関係法令及び国土交通省制定
の各種占用許可基準の理解はもとより、道路の施設管理についての豊富な行
政経験を有する職員を有しており、公平・中立的な業務遂行に対処できる。ま
た、職員の専門的な技術と知識の研鑽を図るため、蓄積した実績データー等
を基に独自の業務マニュアルを整備しているとともに、研修等を継続的に行い
資質の向上に努めている。
　以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯一の法人であ
り、会計法第　２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入
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9383
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

ケーソン蓋据付新工法に関する
施工検討業務（一式）

廣田正俊
室蘭開発建設部浦河港湾事務
所
浦河町築地１丁目４番２３号

平成17年7月20日 4,515,000

本業務の履行にあたっては、以下の要件が必要である。
  ①施工技術に関する豊富な知識と経験があること。
  ②施工歩掛の検討や工法の標準化と普及の検討が必要なため、公平・中立
的かつ非営利的な立場であること。
  財団法人港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾、海岸及び空港の建
設・維持管理事業の発注及び施行に係わ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、海岸及び空港の建設・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て設立された公益法人であり、港湾工事の
設計・施工管理に精通しており、施工技術に関して豊富な知識・情報と高い技
術力を有している。
　また、本新工法は、上記法人が平成１６年度に北海道開発局に対して提案し
たものであり、その独創性と効果については、高く評価しているところである。
工法の導入にあたっては、現地実証施工が必要であると判断されたため、平
成１６年度に同法人により「ケーソン蓋据付新工法に関する施工検討業務」と
して、様似漁港における現地実証施工を行っており、良好な成果を収めたとと
もに、課題の抽出と、改善策が適切に提示されたところである。今年度は、そ
の改善策を実施すると共に、より悪条件下での適応性を検証するものであり、
過年度調査と、密接に関係している。
　以上のことから、上記法人は本業務の履行する上で必要とされる要件を満
し、業務実施能力を有している唯一の法人である。
　このことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条４の第３号に基
づき上記法人を随意契約を行うものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9384
（株）アルファ水工コンサルタ
ンツ

様似漁港衛生管理施設整備検
討業務（一式）

廣田正俊
室蘭開発建設部浦河港湾事務
所
浦河町築地１丁目４番２３号

平成17年7月29日 14,697,000

様似漁港において衛生管理と就労環境の両面から効率的な施設整備に向け
た調査検討を行う業務であり、高度な知識と豊かな経験を必要とすることか
ら、技術者の経験、能力及び業務に臨む体制などを含めた技術提案を求めた
結果、当該法人が業務を履行できる唯一の者であるため。（会計法第29条の
３第４項

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）

9385
（社）寒地港湾技術研究セン
ター

東アジアＳＣＭゲートウエイ可能
性調査業務（一式）

松田春美
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年8月3日 16,471,000

本業務の履行にあたっては、以下の条件を満たすことを必要とする。
　①港湾を核とした国際物流に資するための、各交通モードが抱えている課
題・問題点を抽出整理し、課題解決策の提案を想定している。このとき、特定
の者に有利な手法が選定されることが無いように、公平、中立的かつ非営利
的立場からの検討が求められる。
　②港湾を核としたＳＣＭゲートウエイ機能による、地域や北海道全体の経済・
社会への波及効果の分析を行うためには、公益法人が有する行政的視点に
立った高度な技術、知識等を活用した、企画、立案、検討、提言等が必要であ
る。
　③寒冷地である北海道の港湾等に関する専門的な知識を有していること。
（社）寒地港湾技術研究センターは、北海道寒冷地における港湾技術及びこ
れらに関する技術の調査研究に努め、積雪寒冷地において港湾の整備を促
進し、もって我が国の港湾の発展に寄与することを目的に設立された公益法
人であり、北海道の港湾事業全般にかかわる利用特性や整備方策について
幅広い調査研究を行っていることから、これらに関する専門知識に優れ、公益
的な情報ネットワークにより全道的な動向、道内外を含めた情報全般を把握し
ている。港湾整備方策に関する検討や物流政策の研究については、平成９年
度～平成14年度に「北海道の港湾整備方策に関する調査研究」、平成１５年
度には「苫小牧港整備効果資料作成業務」、平成１２年度には「北海道の物流
政策研究会」、平成１５・１６年度には「北東アジアネットワークシステムに関す
る調査研究」等実施するなど、港湾に関する高度な知識と経験を有し、その分
析力に優れている。
　このことから、本業務を遂行する上で必要とされている条件を満たし業務実
施能力を有している唯一の法人である。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するもの
である。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）
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9386 （社）日本潜水協会
白老港外３港水中部施工状況
調査業務（一式）

箕作幸治
室蘭開発建設部室蘭港湾事務
所
室蘭市祝津町１丁目１－６

平成17年8月23日 5,319,000

　本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たしていることが必要である。
①港湾工事等の水中工事に関し、高度な知識と豊富な経験を有していること。
②港湾工事等の施工及び調査方法に係わる専門的な知識を有していると共
に、国土交通省が定めた「水中部施工状況調査の手引き」に定められた特定
潜水士を配置できること。
③本業務は発注者が行う監督業務の補助として行うものであり、公平性、中立
性が強く求められることから、公益性の高いものであること。
　社団法人日本潜水協会は、港湾工事に携わる潜水士の技術向上、労働災
害の防止及び計画的養成を行うことにより、潜水事業の健全な発展を図り、
もって港湾整備の促進と、海洋開発の振興に資することを目的に設立された
公益法人であり、社団法人日本潜水協会が制定した「港湾潜水技士」資格を
認定する唯一の機関であるとともに、「水中部施行状況調査の手引き」に定め
られた潜水業務特別研修を行い、適正な特定潜水士の配置ができる唯一の
公的機関である。さらに同法人は、本業務に必要な技術に関する専門的な特
別研修を全国において実施するなどの実績を有するほか、昭和６２年度から
北海道開発局が実施する港湾・漁港工事に係わる水中部施工状況調査や、
国土交通省各整備局等が実施する同様の業務を受注し、優れた成果を納め、
適切な監督検査業務の履行に寄与しており、本業務を遂行する上で必要とさ
れる条件を満たし業務実施能力を有している唯一の法人である。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条４の第３号の
規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

9387
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

胆振海岸保全施設検討業務（一
式）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年9月7日 60,594,000

本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たすことが必要不可欠である。
　①　国土保全と水産資源保全の協調を図る必要があり、行政的な見地から
の広範な知見と高い公平性・中立性を有すること。
　②　北海道の海岸特性、特に胆振海岸特有の波浪、漂砂特性に精通してい
ること。
　③　胆振海岸に独自に実施しているタンデム型人工リーフの構造や機能を
熟知していること。
　④　学識経験者等を含む委員会運営に関し豊富な経験を有すること。
　財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に係わ
る国土の保全と利用並びに環境保全に関する総合的な調査研究及び技術開
発を行い、その成果を活用した技術及び情報の提供、広報、研修等を通じて、
事業の効率的な推進及び施設の適正な管理に資することにより、北海道総合
開発の円滑な発展に寄与することを目的に設立された公益法人ある。
　当財団は、公益法人として公平性、中立性を有すると共に、北海道開発局が
胆振海岸において事業着手して以来、胆振海岸の全体計画の作成及び技術
開発に携わってきており、胆振海岸の特性及び海岸保全施設の構造等につい
て技術的な知見の蓄積を図っている。
　特に、平成８年度から着手したタンデム型人工リーフは、大幅なコスト縮減を
図るため当財団が発案し、学識経験者等からなる胆振海岸技術検討委員会
における検討を踏まえて開発したものであり、その構造や機能を熟知している
と共に技術開発を通じて得た豊富な知見を有している。
　また、学識経験者等からなる各種委員会の運営に十分な実績を有している。
　以上のことから、上記法人は本業務の遂行に必要な条件及び業務実施能力
を有している唯一の公益法人と判断される。
　よって、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により、随意
契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9388
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

白老港第３商港区施工計画検
討業務（一式）

箕作幸治
室蘭開発建設部室蘭港湾事務
所
室蘭市祝津町１丁目１－６

平成17年9月28日 21,988,000

本業務の履行にあたっては、
① 供用中の岸壁周辺での工事であり、その利用状況を考慮しながらの施工
検討となるなど検討項目が多岐に亘るため、建設技術や施工計画立案に関す
る豊富な知識と経験を有すること。
② 早期供用が求められている整備であり、施工性、経済性から安全性に至ま
で多岐に亘る分野の検討結果を取りまとめ、これらを基に行政的視野に立っ
た高度な技術、知識等を活用した判断ができること。
③ 施工方法の検討にあたっては、採否の優劣においては特定の私企業が有
利又は不利とならないよう中立性、公平性が強く求められることから、公益性
が高いものであること。
これらすべてを満たしていることが不可欠である。
　財団法人　港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾、海岸及び空港の
建設・維持管理事業の発注及び施工に係わ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、海岸及び空港の建設・
維持管理事業のより一層円滑な執行を図ることを目的として設立された法人
であり、施工管理、積算、環境関係等の建設技術に関し、調査研究を広範囲
に推進し、建設技術に関する高い知識と技術力を有している組織であることか
ら、同センターは本業務の目的を達成し得る唯一の機関であると判断される。
　以上のことから、本業務について会計法  第２９条の３第４項及び予決令 第
１０２条４の第３号により財団法人港湾空港建設技術センターと随意契約を結
ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9389 （財）日本航路標識協会
苫小牧港東港区中防波堤灯台
設置検討業務（一式）

西本　光宏
室蘭開発建設部苫小牧港湾事
務所
苫小牧市末広町１丁目

平成17年9月29日 4,105,500

本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たしていることが必要である。
  ①業務の実施にあたっては国際ルールにのっとった検討を行う必要があるこ
とから　航路標識に関する専門的知識、知見を有していること。
  ②行政的視野に立った高度な知識等を活用し、施設及び機器決定から構造
計算に至るまで多岐に渡る検討結果を取りまとめることができること。
  ③機器の設計にあたっては、採否の優劣において特定の私企業が有利又は
不利とならないよう中立性、公平性が求められることから、公益性が高い者で
あること。
　（財）日本航路標識協会は、航路標識用の施設、機器の調査、研究、開発、
維持管理その他航路標識技術の向上及び機器の性能確保のための事業を
行うとともに、航路標識に関する国際協力を行うことによる船舶交通の安全に
寄与することを目的に設立された公益法人である。
  同法人は日頃の事業を通じ、航路標識用の施設、機器について幅広い調査
研究を行っており、国際ルールに精通しているとともに、専門的な知識、知見
を有している。また、全国的な灯台の設置、移設等について、数多くの行政的
視野に立った検討の業務実績を有している。
　以上のことから、上記法人は本業務を履行する上で必要とされる条件及び
業務実施能力を満たしている唯一の公益法人である。このことから、会計法第
２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、上記法人を随意契約
の相手方として選定するものである。

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

9390 （財）河川環境管理財団
鵡川・沙流川河川水辺の国勢調
査検討業務（一式）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年10月19日 21,659,000

本業務の実施に当たっては、北海道の河川における豊富な調査の実績、ノウ
ハウを有し、河川の形態・特性、気象状況等に精通しており、また、北海道の
河川における河川環境管理計画についての豊富な検討実績を有し、様々な
データ等の蓄積を有していることが必要である。
さらに、業務の成果が、行政の基本的な方向性につながることから、特定の利
害によらない公益法人による公平中立的な立場での業務遂行が必要である。
さらに、常設の研究会等を通じた広範にわたる学識者、専門家のネットワーク
を有し、豊富な情報収集能力を有していることが必要である。従って当該業務
の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
(H19年度以降
企画競争を実
施）
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9391
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

室蘭開発建設部管内道路管理
施設登録業務（一式）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年10月19日 29,008,000

本業務は、道路行政判断を伴う土木技術及びMICHIシステムに関する電子情
報技術が必要なことから、①道路管理データベース基幹システムの登録・更新
システムを有し、使用できること、②道路現況、管理の内容について多岐にわ
たる豊富な専門的知識と熟達した業務経験を有していること等を満たすことが
必要である。
財団法人北海道道路管理技術センタ－は、北海道における一般国道等に係
る道路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効
かつ適正な利用、その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技
術開発を行うことにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与する事を目的
として設立された公益法人である。
　同法人は、①北海道において道路管理データベース基幹システムの登録・
更新システムを有し、使用できる唯一の法人であること、②道路管理関係の業
務に関する豊富な知識と経験を有していることから、本業務に必要な条件を満
たしている唯一の法人である。
　よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により
財団法人北海道道路管理技術センタ－と随意契約を行う。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9392
（社）寒地港湾技術研究セン
ター

リサイクルポート貨物輸送調査
検討業務（一式）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年10月19日 17,075,000

本業務の履行にあたり、以下の要件を満たしていることが必要である。
①道内港湾におけるリサイクル材の運用事情や運搬・処理状況など専門的な
情報の収集に精通しており、国や行政機関との情報収集などに関して公益的
な情報ネットワークを有していること。②総合静脈物流拠点について、民間業
者に対する意向調査を行うとともに、その結果も含めた分析を行う必要がある
ことから客観的かつ非営利的立場であること。③積雪寒冷地における静脈物
流拠点港の施設配置・施設整備検討を行うことから、寒冷地港湾の施設や利
用特性などに関する十分な知識を有しているのみならず、北海道港湾に対す
る、行政上の豊富な知識や経験を有していること。④有識者、地元企業よる意
見交換会を開催することから、関係有識者との人的交流に優れていること。
　（社）寒地港湾技術研究センターは、積雪寒冷地の氷風雪・波浪の制御及び
利用に係る港湾技術及びこれに関連する技術の調査研究に努め、積雪寒冷
地において冬に強い港湾の整備を促進し、もって我が国の港湾の発展に寄与
することを目的に設立された公益法人であり、北海道における港湾管理のあり
方について自主研究を進める等、積雪寒冷地の港湾の管理等に関し、必要な
事項の調査研究や本業務の目的を達成するための必要な事業を実施するな
どこれらに関する専門的知識を有している。
同法人は北海道の港湾事業全般にかかわる利用特性や整備方策について幅
広い調査研究を行っており、「リサイクルポート高度化検討調査」等の業務を
通し、道内港湾におけるリサイクル材の現状及び静脈物流に関する専門的知
見を有している。また、同法人は日頃の業務を通じて港湾利用者をはじめとす
る関係機関と情報ネットワークを有するとともに道内港湾の静脈物流に関する
有識者との人的交流にも優れており、調査を円滑に実施することが可能であ
る。さらに、公益法人としての立場から民間業者に対する意向調査に対しても
企業情報の秘匿性を確保できるものと判断される。
　なお、これまでにも昨年度実施業務をはじめ北海道開発局からリサイクル貨
物輸送に関する調査を受託し、適正な成果を納めている。以上のとおり、上記
法人は本業務を遂行する上で必要とされる条件及び実施能力を有しており、
目的を達成し得る唯一の機関であることが認められることから、会計法第２９
条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、社
団法人寒地港湾技術研究センターに随意契約を行うものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）
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9393
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

室蘭港外１港港湾構造物の健
全度点検・評価調査業務（一式）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年11月16日 20,580,000

本業務の履行にあたっては以下の要件を満たしていることが必要である。
①　積雪寒冷地における港湾構造物の現場条件、施工技術を熟知したうえで
北海道の港湾構造物の維持管理に精通していること。
②　点検に当たっては全国的な立場で公平かつ適切な判断ができること。
③　多岐に渡る各種専門分野の点検結果を取りまとめ、これらを基に行政的
視野に立った高度な技術、知識等を活用した評価ができること。
の全てを満た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、海岸及び空港の建設・
維持管理事業の発注及び施工に係わ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、海岸及び空港の建設・維持管
理事業のより一層円滑な執行を図ることを目的に設立された公益法人であり、
施設の点検診断手法、施設状態のデータベース化、適時適切な維持・改良工
事の実施手法、ライフサイクルコストの観点を踏まえたアセットマネジメント手
法等の維持管理技術に関する調査研究を広く行うなど、本業務の目的を達成
するために必要な事業を北海道はもとより全国的に展開している。
　具体的には室蘭港、石狩湾新港及び釧路港をはじめとする道内港湾施設の
施工計画検討業務の実施及び小樽港、釧路港をはじめとする道内港湾施設
における健全度点検・評価調査業務を実施しており適正な成果を納めている。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条４の第３号の
規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
（19年度から一
般競争に移行）

9394
（株）アルファ水工コンサルタ
ンツ

鵡川河口保全対策検討業務（一
式）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年11月30日 30,211,000

　河床変動計算又は河床変動解析による予測シミュレーションに関する高度な
知識と豊かな経験を必要とする業務内容であることから、技術者の経験、能力
及び業務に臨む体制などを含めた技術提案を求めた結果、当該法人が業務
を履行できる唯一の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9395 （財）日本気象協会
浦河港湾事務所管内気象・海象
観測データ解析評価業務（一
式）

廣田正俊
室蘭開発建設部浦河港湾事務
所
浦河町築地１丁目４番２３号

平成17年12月7日 5,311,000

本業務の履行にあたっては、
① 積雪寒冷地の気象・海象に関する専門的知識を有していること。
② 観測データの品質管理に必要となる適切な判断と評価ができること。
③ 港湾・漁港構造物等と気象・海象データの関連について十分な知見を有す
ること。
の全てを満たしていることが不可欠である。
　財団法人日本気象協会は、気象、地象、水象に関する科学及び技術の進歩
に協力するとともに、気象の利用方法の普及並びに指導を行うことにより気象
に関する事業の発展を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的
に設立された公益法人であり、日頃の事業を通じ気象・海象等に関する幅広
い調査研究を行っていることから、これらに関する専門的知識に優れ、全国的
な動向、情報全般を把握した判断力を有している。また、同法人北海道支社
は、長年にわたり広く積雪寒冷地における気象・海象観測、予報、啓蒙に関す
る業務の実績があり、高度で専門的な知識と蓄積された成果を豊富に有して
いるなど、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし、業務実施能力を
有している唯一の法人である。さらに、同法人北海道支社へは、これまでも全
道港湾漁港構造物設計等に用いる波浪推算業務を実施しているほか当所に
おける観測記録の統計解析、取りまとめを行っており、適正な成果を得てい
る。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号の規定により上記法人を随意契約の相手方として選定するもの
である。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9396 （財）北海道開発協会
日高自動車道用地補償等検討
業務（一式）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年12月14日 4,725,000

本業務の遂行にあたっては、以下の条件を満たす必要がある。
　①　土地収用法を熟知し、土地収用法に基づく権利関係実態調査に実績が
あり、かつ土地収用法と権利関係についての分析能力を有すること。
　また、調査によって知り得た個人情報について、個人情報保護法に基づく高
度な守秘義務を果たせること。
　②　土地収用法に基づく用地測量等の実施にあたり学識経験者等からの知
識、意見、事例等を聴取し、その内容の妥当性を検証するための検討委員会
を設置することができること。
　財団法人北海道開発協会は北海道開発の推進達成に寄与することを目的
に設立された公益法人で、用地補償の分野では土地収用法に基づく権利関係
実態調査業務、補償基準の検討業務、漁業補償等の特殊補償業務に実績と
知見があり、個人情報の保護に関しても高度な守秘義務を果たすことができる
と認められる。
　また、当協会は、検討委員会方式による同種の業務を実施した実績を有して
おり、公平中立な立場で委員会において第三者の意見を取りまとめる等高い
評価と十分な成果を納めている。
　以上のことから、財団法人北海道開発協会は本業務遂行に必要な条件を満
たす唯一の法人であるので、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号の規定により、当該法人を随意契約の相手方として
選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9397
（財）北海道地域総合振興機
構

日高地域活性化推進検討外業
務（一式）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成17年12月14日 13,545,000

業務の実施に当たっては、以下の条件を満たすことが必要である。
①社会資本等の地域資源の活用を含めた広域の展開方策について検討する
ため、公平性・中立性を備え、かつ非営利的立場から検討が可能であること。
②本業務が市町村及び日高管内で活動するＮＰＯ等の関係者と密接な連携
のもとに進めるため、信頼関係が必要であること。
③地域開発に関する実態・動向や、地域資源の活用、観光交流の展開方策等
地域特性に関する分野に関して精通していること。
④本業務の目的達成のために平成１６年度に行った日高地域活性化推進検
討内容と、継続性、整合性を確保できること。
　財団法人北海道地域総合振興機構は、北海道地域における地域開発や産
業活性化等に関する調査研究、地域開発プロジェクト及び産業活性化プロ
ジェクトの発掘、育成推進、情報交流の推進、人材養成などを通じて、北海道
地域の総合的な地域開発や地域の産業の振興を支援し、活力ある地域社会
の形成を図り、もって我が国経済社会の健全な発展に寄与することを目的に
設立された公益法人である。
　さらに上記法人は、国土交通省の地域づくりに関する各種政策を熟知してい
ること、また地域開発及び産業活性化、地域プロジェクトの推進上の課題等に
関する調査研究や、地域の活性化等に関するセミナー、講演会等の開催及び
開催に関する支援・助成等について多くの実績を有し、昨年度には当部発注
業務として、本業務の基礎調査となる地域づくりに関する活動団体等について
の調査を実施、良好な結果が得られているところであり、それらに付随する各
種データの蓄積が豊富であること、第６期北海道総合開発計画に従って、関
係市町村、経済団体等の関係機関と連携を図りながら作成された道内各地域
整備展開構想を構成する「広域的複合的プロジェクト」の推進方策の策定に携
わったものであること等、北海道の地域特性等に関する分野に精通し、かつ、
それらを踏まえた活性化方策の構築に関し専門的知識と高い遂行能力を有す
る法人である。また、公益的立場で地域開発に携わってきたことにより地域活
動団体等と良好な信頼関係が形成されている。
  以上のことから、上記法人は本業務の遂行に必要な条件及び業務実施能力
を有している唯一の公益法人と判断される。
　よって、会計法２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により、
財団法人北海道地域総合振興機構を随意契約の相手方として選定するもの
である。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9398
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

室蘭港外１港管理資料分析検
討業務（一式）

山本　茂
室蘭開発建設部
室蘭市入江町１番地１４

平成18年1月11日 4,657,000

本業務の履行にあたっては、
①　国有港湾施設等の構造・施工・維持管理に関する幅広い知見を有してい
ること。
②　国有港湾施設等の維持管理に関し、専門的知識を有し、当局が貸与する
資料を理解し精査・分析できること。
③　本成果の一部は、管理委託を行う際の公文書の一環として用いられること
から、行政的視点が担保でき必要に応じて港湾管理者等と調整ができる公益
性の高い者であること。
の全てを満たしていることが不可欠である。
　（財）港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾、海岸及び空港の建設・
維持管理事業実施の発注及び施工に係わ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、海岸及び空港の建設・維
持管理事業のより一層円滑な執行を図る事を目的に設立された法人であり、
日頃の事業を通じ港湾構造物の施工に関する専門的知識を有し、さらに維持
管理に関しては、自主研究として「維持管理技術に関する調査研究」を行い、
事業執行において維持管理段階における技術支援業務を広く行う等、国有港
湾施設等の維持管理に関する専門的知識を有している。また、同法人は、全
国的な港湾CALSシステムの開発を通じて発注者が貸与する資料に対しても
精通・理解しているなど、上記必要事項を満たす唯一性が認められる。
　また、（財）港湾空港建設技術サービスセンターへは、これまでも継続的に本
業務を発注し適正な成果を得ており、それを踏まえて、引き続き今年度も管理
資料分析検討を行わせるものである。
　以上のとおり、（財）港湾空港建設技術サービスセンターは本業務を遂行す
る上で、必要とされる条件及び業務実施能力を有していると認められることか
ら、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条４の第３号の規定により、随
意契約の相手方として選定するものである。

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

9399 （財）日本気象協会
根釧地域農村地域気象水文調
査等業務（一式）

神保正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月1日 85,676,000

適時の流量等の観測能力として迅速な気象情報収集能力、観測適時予測の
ための気象予報能力及び一斉観測能力が必要であり、データの評価・管理能
力としてデータの有効性の判断能力、膨大なデータの管理能力を有する唯一
の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）

9400
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

釧路港外現場技術業務（一式）
神保正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月1日 48,279,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ
ととしたもの

公募手続きを
導入

9401
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

根室港外４港現場技術業務（一
式）

神保正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月1日 53,290,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ
ととしたもの

公募手続きを
導入

9402
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

釧路道路事務所管内　現場技
術業務（一式）

神保正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月7日 91,814,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9403
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

中標津道路事務所管内　現場
技術業務（一式）

神保正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月7日 45,175,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所
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（円）
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9404
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

弟子屈道路事務所管内現場技
術業務（一式）

神保正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月7日 31,500,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9405
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

根室道路総合事業所管内現場
技術業務（一式）

神保正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月7日 15,750,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9406
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

釧路開発建設部管内道路防災
ドクター技術検討業務（一式）

神保正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月14日 1,641,000

本業務の履行にあたっては、以下の用件を満たすことが必要とする。
①国道の維持管理に精通し、北海道における道路防災、管理等についての専
門的な知識を有していること。
②学識経験者からなる技術検討会等の開催に豊富な経験があること。
③学識経験者と密接な関係があり、情報交換できること。
④道路管理者、学識経験者、専門技術者間の調整を図ること。
財団法人北海道道路管理技術センターは、国道などに係わる道路施設の維
持管理全般に関する総合的な調査、研究及び技術開発を目的として設立され
たものである。同センターは、道路防災ドクター制度を運用している唯一の団
体で、北海道における災害等の検討委員会運営の実績があり、道路管理、防
災等に関する豊富な知識と経験を有している。また、公益事業として道路管理
技術委員会を設置運営し、各分野の学識経験者と連携し種々の研究を行って
おり、本業務を遂行できる唯一の法人である。
以上のことから会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号規定に
より、財団法人北海道道路管理技術センターと随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9407
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

釧路湿原保全管理検討業務（一
式）

神保正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月21日 231,883,000

本業務の履行にあたっては、①多様な主体で構成する協議会の円滑な運営
に向けた、主体相互間の調整において必要な、行政的見地からの広範な知見
と高い公平性・中立性②北海道における国土保全と利用、環境保全、技術情
報の提供に関する専門的な知見③河川、防災、自然再生、生物等多岐にわた
る学識経験者の意見をを調整し、集約を図るための案を作成の全てを満たし
ていることが不可欠である。
財団法人　北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に係わ
る国土の保全と利用並びに環境保全に関する総合的な調査研究及び技術開
発を行い、その成果を活用した技術及び情報の提供、広報、研修等を通じて、
事業の効率的な推進及び施設の適正な管理に資することにより、北海道総合
開発の円滑な展開に寄与することを目的として設立された公益法人である。
同法人は、①公益法人であり公平性、中立性を有すること、②国土の保全と利
用、環境保全に関する総合的な調査研究、技術情報の収集、処理及び提供
等を行っており、③河川防災並びに河川環境について、高度な知識・豊富な経
験と能力、河川に関する総合的な知見を有しており、本業務を遂行できる唯一
の法人である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に
より、財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

①平成18年度
一般競争入札
等に一部移行し
たもの
（115,942,000
円）　②平成18
年度　企画競争
方式に移行
（115,941,000
円）

9408
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

一般国道２４０号阿寒町光ケー
ブル敷設外一連工事外現場技
術業務（一式）

神保正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月21日 15,540,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9409
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

釧路川・標津川現場技術業務
（一式）

神保正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月26日 27,289,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9410 （財）日本気象協会
釧路川流域雨量予測業務（一
式）

神保正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年4月26日 3,510,000

本業務の履行にあたっては、①雨量予測業務を実施するにあたって、高い公
平・中立性②気象及び予測に関する専門的かつ広範な知見③釧路川流域の
時間降雨予測を行えることの全てを満たしていることが必要不可欠である。
財団法人日本気象協会は、気象、地象、水象に関する科学及び技術の進歩
に協力するとともに、気象の利用方法の普及並びに指導を行なうことにより気
象に関する事業の発展をはかり、公共の福祉に寄与することを目的に設立さ
れた財団である。
上記法人は、公平性・中立性を有しているほか、各種気象情報の観測及び予
測の調査・研究・伝達等についての高度で専門的な知識、並びに技術情報の
蓄積や豊富な経験を有し、さらに河川流域の降雨時間予測システムを有する
公益法人であり、本業務を遂行できる唯一の機関である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の
規定により、財団法人日本気象協会と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

①平成18年度
一般競争入札
等に一部移行し
たもの
（1,755,000円）
②平成18年度
企画競争方式
に移行
（1,755,000円）

9411
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

釧路川・標津川整備計画検討外
業務（一式）

神保正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年5月12日 65,025,000

本業務の遂行に当たっては、①社会性の高い地域計画である河川整備計画
を策定するにあたって、行政的な見地からの広範な知見と高い公平性・中立
性②釧路川・標津川工事実施基本計画等の関連する計画について専門的な
知見、学織経験者及び流域関係者により構成された委員会の運営等の業務
実績の全てを満たしていることが必要不可欠である。
財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に係わ
る国土の保全と利用並びに環境保全に関する総合的な調査研究及び技術開
発を行い、その成果を活用した技術及び情報の提供、広報、研修等を通じて、
事業の効率的な推進及び施設の適正な管理に資することにより北海道総合
開発の円滑な展開に寄与することを目的に設置された公益法人である。
上記法人は、公益法人として公平性、中立性を有すともに、治水事業に関する
広範な技術の知見、ならびに河川計画に関する多数の研究実績や委員会等
の開催・運営に豊富な経験を有しており、本業務を遂行できる唯一の機関であ
る。
以上のことから、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号の規定
により、財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

①平成18年度
一般競争入札
等に一部移行し
たもの
（32,513,000円）
②平成18年度
企画競争方式
に移行
（32,512,000円）

9412
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

釧路川・標津川設計委託業務
（一式）

神保正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年5月12日 15,363,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
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講ずる措置 備考

9413 （財）日本気象協会
一般国道４４号根室市根室道路
気象調査業務（一式）

神保正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年5月12日 12,495,000

本業務の遂行にあたっては特に、夏期間の霧や冬期間の吹雪・路面凍結等、
積雪寒冷地の道路交通に大きな影響を与える地域固有の過去の気象データ
を蓄積し、霧、吹雪の発生等の気象状況を的確に判断し、適正な観測データを
収集するための観測・解析のノウハウや、霧や吹雪に関する確立された数値
シミュレーションモデルの保有と、その応用技術が必要不可欠である。
（財）日本気象協会は、気象に関する科学及び、技術の進歩に協力し、気象の
利用法の普及及び指導を行うことにより、気象に関する事業の更なる発展を
はかり、もって公共の福祉増進に寄与することを目的に設立されており、本業
務に必要な多くの気象データを蓄積している。さらに、夏期間の霧や冬期間の
吹雪に関する各種の数値シミュレーションモデルを開発保有し、防霧ネットの
数値シミュレーションモデルを開発できる高い技術力を有しおり、現地観測や
シミュレーション結果を用いた道路気象災害に対する対策工の検討手法など
他機関にはない独自の高度な技術を有している。また、北海道開発土木研究
所と共同開発した移動観測車を複数台保有しており、全道に展開されている
観測体制と独自の気象予測によって、根室地域の濃霧現象を確実に把握し、
かつその観測結果を適正に解析しうる高度な技術を有しているなど、必要条
件を満たす唯一の公益法人である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の
規定により、財団法人日本気象協会と随意契約を結ぶものとする。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
（19年度から一
般競争に移行）

9414 （財）日本気象協会
釧路港気象・海象データ解析評
価業務（一式）

平澤充成
釧路開発建設部釧路港湾事務
所
釧路市西港１丁目

平成17年5月18日 2,257,500

本業務の履行にあたっては、
①積雪寒冷地の気象・海象に関する専門的知識を有し、観測データの品質管
理に必要な適切な判断と評価ができること。
②気象・海象観測機器の操作ができること。
③異常気象発生時に、迅速に気象庁資料等必要な情報を収集し、分析等行う
ための体制を備えていること。
の全てを満たしていることが不可欠である。
財団法人日本気象協会は、気象、地象、水象に関する科学及び技術の進歩
に協力するとともに、気象の利用方法の普及並びに指導を行うことにより気象
に関する事業の発展を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的
に設立された公益法人であり、日頃の事業を通じ気象・海象等に関する幅広
い調査研究を行っていることから、これらに関する専門的知識に優れ、全国的
な動向、情報全般を把握した判断力を有している。さらに、同法人北海道支社
は、長年にわたり広く積雪寒冷地における気象・海象観測、予報、啓蒙に関す
る業務の実績があり、高度で専門的な知識と蓄積された成果を豊富に有する
とともに、釧路支店が設置されていることから異常気象発生時の体制がとれる
など、本業務を遂行できる唯一の法人である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の
規定により財団法人日本気象協会と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

9415 （社）日本潜水協会
釧路港水中部施工状況調査業
務（一式）

平澤充成
釧路開発建設部釧路港湾事務
所
釧路市西港１丁目

平成17年6月8日 7,302,000

本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たしていることが必要である。
①港湾工事等の水中工事に関し、高度な専門的技術知識と豊富な経験を有し
ていること。
②業務内容が公平性、中立性が強く求められることから、公益性の高い機関
であること。
社団法人日本潜水協会は、港湾工事に携わる潜水士の技術向上、労働災害
の防止及び計画的養成を行うことにより、潜水事業の健全な発展を図り、もっ
て港湾整備の促進と、海洋開発の振興に資することを目的に設立された公益
法人である。また、同法人は、昭和６２年度から北海道開発局が実施する港
湾・漁港工事に係わる水中部施工状況調査や、国土交通省各整備局等が実
施する同様の業務を受注し優れた成果を納め、適切な監督検査業務の履行
に寄与しており、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし業務実施能
力を有している唯一の法人である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の
規定により、社団法人日本潜水協会と随意契約を結ぶものとする。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）
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9416
（社）寒地港湾技術研究セン
ター

釧路港施設整備検討業務（一
式）

神保正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年6月9日 39,018,000

本業務の履行に当たっては、以下の条件を満たしていることが必要である。
①　本業務では高度に専門性の高い学識経験者による委員会において各種
の検討を行う必要があり、これを運営するためには、行政的経験を基本にした
高度な技術、知識等を有していることが求められる。
②　釧路港が位置する積雪寒冷地における海域特性を十分に理解し、解析等
の経験を踏まえた上で、多岐にわたる各種専門分野の調査結果の取りまと
め、総合的な観点から企画、検討、立案することが求められる。
③　本業務は、今後の釧路港の施設実施計画を立案することとなるため、公
平・中立的かつ非営利的な立場での検討が求められること。
社団法人寒地港湾技術研究センターは、積雪寒冷地の氷風雪・波浪の制御
及び利用に係る港湾技術及びこれに関連する技術の調査研究に努め、積雪
寒冷地において冬に強い港湾の整備を促進し、もって我が国の港湾の発展に
寄与することを目的に設立された公益法人である。
同法人は、寒地港湾技術及びこれに係る港湾整備の調査研究や寒冷地の港
湾整備に関する幅広い事業を行っており、これまでに海洋構造物、海域環境
に関する調査及びこれらに関する委員会形式による業務運営に多数の実績を
有しており、これらに関する専門知識に優れている。
このことから同法人は、高度に専門性の高い学識経験者を有する者を委員と
する委員会の設置運営が可能であり、また、積雪寒冷地における海域特性を
十分に理解し、エコポートモデル事業や浮泥の特性を加味した高度な漂砂解
析に関して技術・知識等を蓄積しており、本業務を遂行する上で必要とされる
条件及び業務実施能力を有している唯一の法人である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に
より社団法人寒地港湾技術研究センターと随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9417
（財）リバーフロント整備セン
ター

自然復元型川づくり技術検討業
務（一式）

神保正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年6月16日 63,362,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

9418
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

釧路開発建設部管内地域道路
防災検討業務（一式）

神保正義
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年6月23日 28,203,000

本業務の履行にあたっては、「釧根地方道路防災連絡協議会」の企画・運営
に関して、以下の要件を満たすことが必要である。
１．国道の維持管理に精通し、北海道及び釧根地域における道路防災、管理
等についての専門的な知識を有していること。
２．道路防災について高度な専門性を有する学識経験者等から随時、適切な
助言・指導を得ることができるよう密接な連携が図れていること。
３．平成16年度までの経緯･検討を踏まえた、管内における豪雪時の協力体制
の検討、道路防災情報の円滑・迅速な伝達に向けた検討、防災マップ作成支
援作業部会の開催など、「釧根地方道路防災連絡協議会」の企画･運営に精
通し、地域防災に関する活動の企画・運営の知識を有していること。
財団法人北海道道路管理技術センターは、国道などに係わる道路施設の維
持管理全般に関する総合的な調査、研究及び技術開発を目的として設立され
たものであり、 新技術の情報収集に優れ、高度で専門的な知識および経験
を有し、道路防災、維持管理に精通している。また、道路災害が発生、または
発生するおそれのある時に対応するため、学識経験者等による研究組織であ
る「道路管理技術委員会」を開催するなど学識経験者等と密接な連携も図って
きている。さらに、全道で災害の原因究明に関する各種検討委員会の運営実
績や平成14年度から管内における「道路防災連絡協議会」の設立に向けた企
画・運営を行っており、本業務を遂行できる唯一の機関である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の
規定により、財団法人北海道道路管理技術センターと随意契約を結ぶもので
ある。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの



番号 所管公益法人等の名称
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9419
（社）寒地港湾技術研究セン
ター

釧路港津波対策施設検討業務
（一式）

平澤充成
釧路開発建設部釧路港湾事務
所
釧路市西港１丁目

平成17年6月29日 26,411,000

本業務の履行に当たっては、以下の条件を満たしていることが必要である。
①　本業務では高度に専門性の高い学識経験者による検討会において検討
を行う必要があり、これを運営するためには、行政的視野を有するとともに港
湾等の沿岸構造物周辺の津波災害に関する高度な技術や知識を有している
こと。
②　釧路港が位置する積雪寒冷地における海域特性を十分に理解し、解析等
の経験を踏まえた上で、専門分野の調査結果を取りまとめ、総合的な観点か
ら企画、検討、立案すること。
③　本業務は、今後の釧路港の施設実施計画の立案に資することとなるた
め、公平・中立的かつ非営利的な立場で検討すること。
社団法人寒地港湾技術研究センターは、積雪寒冷地の氷風雪・波浪の制御
及び利用に係る港湾技術及びこれに関連する技術の調査研究に努め、積雪
寒冷地において冬に強い港湾整備を促進し、もって我が国の港湾の発展に寄
与することを目的に設立された法人である。
同法人は、寒地港湾技術及びこれに係る港湾整備の調査研究や寒冷地の港
湾整備に関する幅広い事業を行い、これまでに海洋構造物、沿岸部での地
震・津波等の異常事象に関する調査及びこれらに関する委員会や検討会形式
による業務運営を通じて、専門的知識を有する有識者等との人的交流を有す
るなど、多数の実績を有している。
以上のとおり同法人は、津波対策に関して技術・知識等を蓄積しており、積雪
寒冷地における海域特性及び港湾施設の特性を十分に理解できた上で、高
度に専門性の高い学識経験者を委員とする検討会の設置運営ができる唯一
の公益法人であることから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第３号の規定により、社団法人寒地港湾技術研究センターと随意契約を結
ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9420 （社）日本潜水協会
根室港外２漁港水中部施工状
況調査業務（一式）

松浦壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年8月25日 5,460,000

本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たしていることが必要である。
①港湾工事等の水中工事に関し、高度な専門的技術知識と豊富な経験を有し
ていること。
②業務内容が公平性、中立性が強く求められることから、公益性の高いもので
あること。
社団法人日本潜水協会は、港湾工事に携わる潜水士の技術向上、労働災害
の防止及び計画的養成を行うことにより、潜水事業の健全な発展を図り、もっ
て港湾整備の促進と、海洋開発の振興に資することを目的に設立された公益
法人であり、国土交通省港湾局が制定した「港湾潜水技士」資格を認定する
唯一の機関である。また、同法人は、昭和６２年度から北海道開発局が実施
する港湾・漁港工事に係わる水中部施工状況調査や、国土交通省各整備局
等が実施する同様の業務を受注し優れた成果を納め、適切な監督検査業務
の履行に寄与しており、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし業務
実施能力を有している唯一の法人である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の
規定により、社団法人日本潜水協会と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

9421
（株）アルファ水工コンサルタ
ンツ

衛生管理型漁港整備効果検討
調査業務（一式）

松浦壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年8月25日 17,586,000

本業務は標準的な業務の実施手法等が定められていない衛生管理型漁港整
備に係るトレーサビリティシステムの実証実験を行うものであることから、その
手法及び技術者の経験、能力などを含めた技術提案を求め、公平性、透明性
及び客観性が確保されるプロポーザル方式を採用し、技術提案書において総
合的に も優れた提案を行った者を特定したものであるため。（会計法第29条
の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9422 （社）海洋調査協会
釧路港外海象観測システム信
頼性維持検討調査業務（一式）

松浦壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年9月15日 9,240,000

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
等を熟知しているとともに、信頼性の高いデータを確保するため出力データの
適切な評価が行え、さらに、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。
社団法人海洋調査協会は、海洋調査業務の発展に関する調査、研究及び気
象・海象等の観測機器の研究開発・海洋調査のための各種技術指針の作成
も手がけている。また、協会内に学識経験者及び有識者からなる委員会を設
置し、気象・海象・地理的条件等を総合的に勘案したデータ精度の確保に関す
る検討を行い、現在釧路開発建設部が維持管理している海象観測装置につ
いてもその検討結果を反映している。
同協会は、釧路開発建設部管内に設置している海象計の開発主体であり、海
象計に関する特許を得ているとともに、波浪・潮位データ収集システムに関し
ても熟知している。また、観測データの高い信頼性を維持するため必要な「光
ジャイロ波向計方位確認装置」等の特許を出願中であり、当部における海象
観測システム全体の機能と出力データを全国的水準で評価できるものは同協
会以外にない。
このように社団法人海洋技術協会は、海象観測システムの信頼性維持向上、
データ精度の確保、システム機器調査の迅速性の向上に関して専門的な知識
と豊富な経験を有している唯一の法人である。
以上のことから、会計法第２９条３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規
定により、社団法人海洋調査協会と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに総合評価
方式による一般
競争入札に移
行）

9423 （財）日本気象協会
釧路管内冬期視程障害対策検
討外業務（一式）

松浦壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年9月29日 27,812,000

本業務の遂行にあたっては、以下を全て満たすことが必要である。
①気象データを使用することから、データを収集するための専門的な知識を有
していること。
②データを解析し吹雪の発生等の気象状況を的確に判断する専門的な知識
を有していること。
③ 財団法人日本気象協会が独自に持つデータ（マメダス）と解析資料（１ｋｍ
メッシュの降雪量データ・視程データ）を使用すること。
財団法人日本気象協会は、気象に関する科学及び技術の進歩に協力し、気
象の利用法の普及及び指導を行うことにより気象に関する事業の発展をはか
り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的に設立されていて、上記条
件を全て満たしている唯一の法人である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の
規定により、財団法人日本気象協会と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
（19年度以降、
総合評価による
一般競争に移

行）

9424
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

釧路開発建設部管内道路管理
施設登録業務（一式）

松浦壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年9月29日 32,150,000

本業務は、道路行政判断を伴う土木技術及びMICHIシステムに関する電子情
報技術が必要なことから、①道路現況、管理の内容について多岐にわたる豊
富な専門的知識と熟達した業務経験を有していること②道路管理データベー
ス基幹システムの登録・更新システムをゆうし、使用できること等を満たすこと
が必要である。
財団法人北海道道路管理技術センターは、北海道における一般国道等に係
る道路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効
かつ適正な利用、その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技
術開発を行うことにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与する事を目的
として設立された公益法人である。
同法人は、北海道において道路管理関係の業務に関する豊富な知識と経験
を有しており、道路管理データベース基幹システムの登録・更新システムを有
し、使用できるなど、本業務に必要な条件を満たしている唯一の法人である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の
規定により、財団法人北海道道路管理技術センターと随意契約を結ぶもので
ある。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入
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9425
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

釧路川防災活動支援検討業務
（一式）

松浦壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年10月6日 5,145,000

本業務の履行にあたって契約業者は、①地域特性を考慮した水防演習のあり
方を検討するにあたって、行政的な見地からの広範な知見と高い公平性・中
立性②北海道の河川における防災技術に関する広範な知見③北海道開発局
が実施した水防演習の企画運営に関する知見の全てを満たしていることが不
可欠である。
財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に係わ
る国土の保全と利用に関する総合的な調査研究及びその成果を活用した技
術情報の提供、広報、研修等を通じて事業の効率的な推進及び施設の適正
な管理に資することを目的に設立された公益法人である。
同法人は、公益法人として公平性・中立性を有するとともに、北海道の河川に
おける災害履歴や水防工法・技術などに精通し、北海道開発局が実施した水
防演習の企画運営に関する豊富な経験と能力を有していることから、本業務
の履行に必要な条件を満たしている唯一の法人である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の
規定により、財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約を結ぶもので
ある。

見直しの余地が
あるもの

①平成19年度
以降　一般競争
入札等に一部
移行するもの
（4,116,000円）
②平成19年度
以降　企画競争
方式に移行する
もの（1,029,000
円）

9426 （財）日本交通公社
釧根地域観光振興調査検討業
務（一式）

松浦壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年10月6日 7,980,000

本業務の推進に当たっては、
①観光レクレーション及び旅行に関する専門分野の調査研究の各種データや
専門的知識及び高度な調査・解析・企画力を有していること。
②観光資源を活かした観光振興計画について、豊富な経験、実績を有してい
ること。
③釧根地域における観光・レクリェーションに関する観光情報等について精通
していること。
④社会性の高い地域の観光振興に関わることから、行政的な見地から公平
性・中立性をもった判断が行えること。
が必要条件となる。
財団法人日本交通公社は、旅行及び観光の健全な発達を期し、観光関係事
業の向上発展を図ることを目的として大正元年に設立（昭和３８年に営業部門
を株式会社日本交通公社として分離）された公益法人である。
上記法人は、公益法人として公平性、中立性を有するとともに、我が国の観光
の専門的シンクタンク・調査研究機関として観光・レクリェーション等に関する
広範な知見・調査ノウハウや観光資源を活かした総合的な観光振興計画につ
いての豊富な経験と実績を有し、釧根地域の観光情報等について精通してい
ることから、本業務を遂行できる唯一の法人である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の
規定により、財団法人日本交通公社と随意契約を結ぶものである。

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

9427
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

根室港港湾施設健全度点検・評
価業務（一式）

松浦壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年10月20日 10,541,000

本業務の履行に当っては、
①港湾構造物の現場条件、施工技術を熟知したうえで港湾施設の維持に精
通していること。
②港湾施設の健全度評価に当っては、全国的な立場で公平かつ適切な判断
が出来ること。
③多岐に渡る各種専門分野の点検結果を取りまとめ、これらを基に行政的視
点に立った高度な技術、知識等を活用した評価が出来ること。
の全てを満たしていることが不可欠である。
財団法人港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾、海岸及び空港の建
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、海岸及び空港の建設・維持
管理事業のより一層円滑な執行を図ることを目的として設立された公益法人
であり、施設の点検診断手法、施設状態のデータベース化、適時適切な維持・
改良工事の実施手法、ライフサイクルコストの観点を踏まえたアセットマネジメ
ント手法等の維持管理技術に関する調査研究を広く行うなど、同法人の目的
を達成するために必要な事業を全国的に展開しており、本業務の履行に必要
な上記の条件を満たしている唯一の法人である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の
規定により、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結ぶ
ものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
（19年度から一
般競争に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9428 （財）北海道開発協会
釧路川・標津川治水事業史企画
編纂業務（一式）

前田俊一
釧路開発建設部釧路河川事務
所
標茶町常磐８丁目２番地

平成17年11月9日 9,185,000

本業務の履行にあたって契約業者は①各種の内部資料の収集や、治水事業
に関する史実の編纂という観点からの行政的見地に立った広い視野及び高い
公平性・中立性②国や地方の施策を含めた北海道開発に関する豊富な知識
③北海道の河川特性及び治水事業に関する豊富な知識④河川事業と地域と
の関わり等に関する豊富な知識⑤関連分野の外部専門家との信頼関係を有
し、既存資料の重要度判定や会議の運営を含めた事業史の編纂に関する豊
富な知識及び経験の全てを満たしていることが不可欠である。
財団法人北海道開発協会は、北海道開発の推進達成に寄与することを目的
に設立された公益法人である。
同法人は、公益法人として公平性・中立性を有するとともに、北海道開発政策
に関する調査研究（北海道開発関係資料の収集整理及び北海道開発政策史
研究、北海道内の地域開発政策に関する調査研究等）及び、北海道内の多く
の河川における委員会等の開催を含めた治水事業史の企画編纂を実施して
きた。このため、北海道開発、北海道の河川特性や河川事業、河川事業と地
域との関わり、委員会等の運営や事業史の企画編纂に精通し、さらには釧路
川等における河川工事の履歴や地域特性に関しても広い知識を有しており、
本業務の履行に必要な上記の条件を満たしている唯一の法人である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の
規定により、財団法人北海道開発協会と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

9429 （財）北海道開発協会
一般国道３９１号釧路町東イン
ター関連中央工区精度監理業
務（一式）

松浦壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年11月10日 3,192,000

精度監理者については、以下の条件を満たす必要がある。
①元請業務の成果品の損失補償基準等への適合性、補償内容の具体的妥
当性を検証するため、公共事業の施行に伴う損失補償の調査研究及び北海
道における気象、建物構造、敷地規模等の地域特性を熟知するとともに、関
連業務に関する豊富な知識と経験を有していること。
②被補償者との信頼関係を深め、適正かつ公平な補償を実現するために、社
会的に公正及び中立的な立場にある公益法人をその対象とするものである。
財団法人北海道開発協会は、北海道開発事業に寄与することを目的に設立さ
れた公益法人であり、公共事業の施行に伴う損失補償及び各種特殊補償案
件の調査研究活動等を行っている法人である。当該協会は従前から、特殊補
償案件に係る調査・算定等に当たり、多数の学識経験者等の意見・助言を聴
し、これらを基に公益法人が有する高度な技術・知識等を活用して、公正かつ
中立的な観点から損失補償に関する総合的な調査・検討を行う等、高度な用
地調査・算定業務に数多くの実績があり、業務に精通した技術者を擁してお
り、用地補償等業務全般に係る専門的知識と組織体制を有している。また、公
平、中立な立場から元請業務の成果品の損失補償基準等への適合性、補償
内容の具体的妥当性を検証することができる。
当該協会は、上記条件を満たす唯一の法人である。以上のことから、会計法
第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定により、財団法人北
海道開発協会と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9430
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

釧路港港湾施設健全度点検・評
価業務（一式）

松浦壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成17年12月1日 24,631,000

本業務の履行に当っては、
①港湾構造物の現場条件、施工技術を熟知したうえで港湾施設の維持に精
通していること。
②港湾施設の健全度評価に当っては、全国的な立場で公平かつ適切な判断
が出来ること。
③多岐に渡る各種専門分野の点検結果を取りまとめ、これらを基に行政的視
点に立った高度な技術、知識等を活用した評価が出来ること。
の全てを満たしていることが不可欠である。
財団法人港湾空港建設技術サービスセンターは、港湾、海岸及び空港の建
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、海岸及び空港の建設・維持
管理事業のより一層円滑な執行を図ることを目的として設立された公益法人
であり、施設の点検診断手法、施設状態のデータベース化、適時適切な維持・
改良工事の実施手法、ライフサイクルコストの観点を踏まえたアセットマネジメ
ント手法等の維持管理技術に関する調査研究を広く行うなど、同法人の目的
を達成するために必要な事業を全国的に展開しており、本業務の履行に必要
な上記の条件を満たしている唯一の法人である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の
規定により、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結ぶ
ものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
（19年度から一
般競争に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
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9431 （財）河川環境管理財団
釧路川生物生息状況評価業務
（一式）

松浦壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成18年1月19日 3,675,000

本業務の実施に当たっては、北海道の河川における豊富な調査の実績、ノウ
ハウを有し、河川の形態・特性、気象状況等に精通しており、また、北海道の
河川における河川環境管理計画についての豊富な検討実績を有し、様々な
データ等の蓄積を有していることが必要である。
さらに、業務の成果が、行政の基本的な方向性につながることから、特定の利
害によらない公益法人による公平中立的な立場での業務遂行が必要である。
さらに、常設の研究会等を通じた広範にわたる学識者、専門家のネットワーク
を有し、豊富な情報収集能力を有していることが必要である。従って当該業務
の遂行が可能なのは唯一当財団のみである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行(H18
年度以降企画
競争を実施）

9432
（財）北海道地域総合振興機
構

地域農水産品ブランド化検討業
務（一式）

松浦壽彦
釧路開発建設部
釧路市幸町10丁目3番地

平成18年1月19日 5,250,000

本業務の遂行に当たっては、以下の条件を満たす必要がある。
①広域的・複合的プロジェクトに関する専門的な知識を有していること。
②北海道における地域開発プロジェクト及び地域活性化等に関する事業の発
掘支援、育成推進、調査研究について、豊富な経験、実績を有していること。
③農水産業における新しい冷凍システム（超低温の急速冷凍が可能なシステ
ム）に関する専門的な技術知識や情報を有していること。
④地域の振興に関わることから、公平性・中立性をもった判断が行えること。
財団法人北海道地域総合振興機構は、北海道地域における地域開発や産業
活性化等に関する調査研究、地域開発プロジェクト等の発掘、育成推進などを
通じて、北海道地域の総合的な地域開発や地域の産業の振興を支援し、北海
道の経済社会の健全な発展に寄与することを目的として設立された公益法人
である。
上記法人は、公平性、中立性を有するとともに、北海道における地域開発プロ
ジェクト及び地域活性化等に関する事業の発掘、支援、調査研究等の実績、
並びに新しい冷凍システムに関するプロジェクトを発掘、支援し、これらのノウ
ハウを有している。
当該法人は、上記条件を満たす唯一の法人である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項、及び予決令第１０２条の４第３号
の規定に基づき、財団法人北海道地域総合振興機構と随意契約を結ぶもの
である。

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

9433
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

十勝川流域ダム管理補助業務
（一式）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年4月1日 33,558,000

本業務を遂行するにあたっては、ダム・河川管理に関する高度な知識経験を
有するほか、ダム建設事業全般に関わる技術・知識及び行政的な視野からの
広範な知見を有していることが不可欠である。
　財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道総合開発の円滑な展開
に寄与する事を目的として設立され、北海道における河川防災に関わる国土
保全と利用に関する総合的な調査・研究や技術開発を行っている。
　上記法人は、河川事業及びダム技術に関する幅広い知識と豊かな経験実績
を有しており、ダム管理に関する専門的知識及び技術を認定した「ダム管理技
士」の資格を有する職員を数多く確保している公益法人である。
　よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定によ
り、財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約を締結するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9434 （財）日本気象協会
十勝地域　気象水文調査業務
（一式）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年4月1日 29,484,000

適時の流量等の観測能力として迅速な気象情報収集能力、観測適時予測の
ための気象予報能力及び一斉観測能力が必要であり、データの評価・管理能
力としてデータの有効性の判断能力、膨大なデータの管理能力を有する唯一
の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）

9435 （財）日本気象協会
十勝川水系　降雨予測業務（一
式）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年4月1日 7,530,000

本業務の遂行にあたっては、北海道の降雨予測に関する高度な知識と豊富な
経験を必要とし、さらに迅速かつ正確な情報を提供することが不可欠である。
　財団法人日本気象協会は、気象に関する情報を官庁・マスコミ等に迅速で正
確に提供することを目的に設立され、北海道開発局の総合河川情報システム
とオンラインで結ばれている唯一の公益法人である。
　以上のことから、上記法人を選定するものである。（会計法第29条の３第４
項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9436
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

帯広開発建設部管内　電気通
信（道路）現場技術業務（一式）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年4月19日 15,120,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量
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契約を締結した日
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（円）
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9437
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

足寄道路事務所管内　現場技
術業務（一式）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年4月19日 60,705,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9438
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

広尾道路事務所管内　現場技
術業務（一式）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年4月19日 31,182,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9439
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

帯広道路事務所管内　現場技
術業務（一式）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年4月19日 117,973,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9440 （財）北海道開発協会
平成１７年度　帯広開発建設部
用地補償技術業務（一式）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年4月26日 10,731,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9441
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

十勝川水系　現場技術業務（一
式）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年5月10日 90,405,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9442 （社）日本交通計画協会
帯広開発建設部管内　道路景
観デザイン検討業務（一式）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年5月10日 69,019,000

本業務では、道路景観のデザイン検討及びまちづくりの方向性を見定めた上
での総合的検討が求められている他、国土交通省の「美しい国づくり政策大
綱」の理念に基づき、地域の個性（文化・歴史など）を重視し、景観形成を整備
の一原則とするなど、業務の遂行にあたっては、「景観法」をはじめとする景観
行政に関する総合的知見、道路事業及びまちづくり事業に関する計画・整備、
関係法・事業制度などの専門的知見が必要となる。
　（社）日本交通計画協会は、国土交通省所管の社団法人で、昭和３２年の設
立以来永年にわたり、道路をはじめとする交通施設整備に関する取り組みを
推進してきており、特に景観に配慮したまちづくり、地域の文化・歴史をいかし
たまちづくりなどの実績が多い。また、道路のデザインについては、これまで広
く普及していないため、その検討にあたってはコンサルタントでは困難である
が、現在、国土交通省で策定中の「道路デザイン指針」の策定作業にも、上記
契約予定者は拘わっており、この検討内容にも精通している。
　さらに、上述した「道路デザイン指針」策定委員会の顧問でもある篠原修教
授を委員長とした道路景観検討会を実施するものであることから、当委員会の
運営を同法人が行うことが適当である。
　以上のとおり、本業務を遂行する上で必要とされる条件及び業務実施能力を
有しているのは上記法人のみであることから、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、社団法人日本交通計画協会
を契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
契約では、企
画競争を実施
し、20年度以
降、総合評価
による一般競
争等に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）
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9443
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

帯広開発建設部管内　道路防
災ドクター技術検討業務（一式）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年5月24日 1,345,000

本業務は、道路防災ドクターに関連して①災害発生時において、臨機の現地
視察、原因の推定・復旧工法の立案等に指導・助言、場合によっては検討会
への参加、②防災関連点検等における立会や今後の対策立案、道路管理等
に関しての指導・助言等を行うものである。
　道路防災対策及び災害対応は、常時より地域に即した綿密な連携を図ると
共に、災害時には迅速かつ適切な措置を講じることが必要であることから①中
立かつ公平な立場であること、②道路の管理、防災に十分な専門的知識を有
すること、③学識経験者からなる技術検討会等の開催に豊富な経験があるこ
と、④学識経験者と密接な関係があり、情報交換できること、⑤道路管理者、
学識経験者、専門技術者間の調整を図ること等を満たすことが必要である。
　財団法人北海道道路管理技術センタ－は、北海道における一般国道等に係
る道路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効
かつ適正な利用、その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技
術開発を行うことにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与する事を目的
として設立された公益法人である。
　同法人は、①公益法人であり行政的見地からの広い視野と高い公平性・中
立性を有すること、②防災ドクター制度を運用している唯一の団体で、北海道
における災害等の検討委員会運営の実績があり、道路管理、防災等に関する
豊富な知識と経験を有していること、③公益事業として道路管理技術委員会を
設置運営しており、各分野の学識経験者と連携し種々の研究を行っていること
から、本業務に必要な条件を満たしている唯一の法人である。
　よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により
財団法人北海道道路管理技術センタ－と随意契約を行う。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9444 （財）北海道開発協会
十勝川総合学習資料検討外業
務（一式）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年6月14日 27,300,000

本業務の遂行にあたっては、帯広開発建設部の所管する河川事業に関する
過去からの経緯や内容等に精通していると共に、理解しやすい内容とするた
め、この種の河川広報活動及び河川利用に関連した豊富な経験と熟達した業
務知識が必要である。さらに、作品審査にあたっては公平性に十分配慮し、広
報活動や資料作成に関しては、行政的な視点に立って検討を進める必要があ
る。
　（財）北海道開発協会は、北海道総合開発事業の推進達成に寄与することを
目的に設立され、北海道開発に関する調査研究の他、「十勝川治水史」や「十
勝川下流のあゆみ」をはじめとした管内治水事業の記録資料に関する調査･
発行を行っており、本業務の遂行において必要となる河川事業の経緯や内容
に精通している他、開発事業に関連した広報活動について豊富な知識･経験･
情報を有している。また、行政的な視野に立った教育的効果の高い学習資料
のとりまとめ、編集手法に対し、総合的知見を有している唯一の機関である。
　よって、会計法第29条の３第４項(予決令第102条の４第３号)の規定により上
記法人を選定し、随意契約とするものである。

見直しの余地が
あるもの

①平成18年度
一般競争入札
等に一部移行し
たもの
（15,000,000円）
②平成18年度
企画競争方式
に移行
（12,300,000円）

9445 （財）日本気象協会
一般国道２７４号清水町　日勝
峠における気象情報取得に関
する調査検討（一式）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年6月14日 12,665,000

本業務の遂行にあたっては、
　　①北海道の気象かつ当箇所での気象条件を熟知していること。
　　②移動気象観測車による、詳細な現地調査が可能であること。
　　③気象に関する豊富な知識や経験と解析能力を有すること。
　　④気象予測に関する技術を有すること。
　　　が必要条件となる。
　（財）日本気象協会は気象に関する科学及び技術進歩に協力するとともに、
気象に関する事業の発展をはかり、公共の福祉に寄与することを目的として
設立された公益法人である。
　同法人は、観測調査、解析、予測技術、気象情報システム開発など幅広い
調査研究活動を行ってきており、北海道開発局、北海道、日本道路公団等か
ら気象解析、道路気象予測、気象システム開発に関する多数の調査を受託
し、気象に関する豊富な知識と経験を有している。
　また、昭和６１年度から当部発注の「道路気象情報外提供」業務を受注し、日
勝峠を含む十勝地方での気象（天気、降雨、降雪情報）の予測と情報提供を
行ってきており、現地の気象を熟知している。
　以上の理由から本業務の委託先として、上記財団法人を選定するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日
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9446
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

十勝川千代田実験水路運営計
画検討業務（一式）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年6月21日 13,624,000

本業務の遂行にあたっては、十勝川の水理・水文特性を熟知し、かつ河川計
画に関する調査研究について豊富な知識を有する必要がある。また、実験は
共同研究を想定しており、民間等が応募することも考えられることから、中立
性・公平性を有し、行政的視点から検討を実施する必要がある他、学識経験
者からなる会議の高度な運営の経験が必要である。
　（財）北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に係わる国
土の保全と利用に関する総合的な調査研究及び技術開発を行い、その成果
を活用した技術情報の提供、広報を通じて事業の効率的な推進及び施設の適
正な管理に資することを目的に設立された財団法人であり、中立・公平な立場
から行政的視点をもって業務を遂行することが可能である。また、上記法人は
過去に千代田実験水路に関する業務を実施していることから、その特性を勘
案した検討が可能である他、学識経験者で構成された会議運営にも豊富な実
績のある唯一の機関である。
　このことから、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規
定により上記業者を選定し、随意契約を行うものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9447 （財）河川環境管理財団
環境に配慮した河川整備検討
会運営業務（一式）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年7月5日 18,165,000

本業務の遂行にあたっては、河川環境の保全や河川行政全般について熟知
しているほか、会議の構成メンバーの人選に際し、豊富な情報、実績を有して
いる必要がある。また、上記検討会等は過年度から継続的に開催していること
から、開催当初の経緯、メンバーの人選の経緯について熟知したうえで、行政
機関に替わり、学識経験者や会議の構成メンバーと十分な連絡調整を図り、
各会議を運営する能力を有していることが必要となる。
　（財）河川環境管理財団は、河川環境の保全、整備及び総合的な調査研究
並びに河川、ダム等に関する調査･試験･研究に対する助成等を行い、国民の
生活環境向上に寄与することを目的に設立された機関であり、河川行政につ
いて熟知している他、本業務の遂行に必要な河川の自然環境の保全、河川環
境の整備に関する豊富な知識･経験･情報を有している。
　また、河川環境に係る専門分野別の学識者の研究内容、活動状況などにつ
いて豊富な情報を有しているほか、これまでも「十勝川相生中島地区ワーク
ショップ」や「礼文内川の川づくり検討会」のメンバーの人選や運営に携わるな
ど、その開催経緯、人選にも熟知している。さらには、地域住民や学識経験者
からなる会議等の運営に豊富な実績を有しており、行政的視野に立った上で、
河川環境の整備と保全に関して総合的知見を有している唯一の機関である。
　よって、会計法第29条の３第４項(予決令第102条の４第３号)の規定により上
記法人を選定し、随意契約とするものである。

見直しの余地が
あるもの

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

9448
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

帯広開発建設部管内　地域道
路防災対策検討業務（一式）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年7月26日 22,166,000

本業務の実施においては、下記の事項が必要である。
１．地域防災体制の強化にあたっては、管内の道路状況・道路施設について
精通していること、道路管理面における行政的な知見を有していること、並び
に関係自治体等の地域防災力を熟知していることが必要である。
２．「十勝地方道路防災連絡協議会」は、十勝支庁・帯広土木現業所・防災関
係機関（関係自治体、警察、消防等）、通信・バス事業者等及び帯広開発建設
部で構成されており、地域防災に関係する多様な構成員を有してい
ることからも、協議会の運営にあたっては、中立的な立場から公益性を確保す
るとともに、地域の防災に係わる協議会や連絡会議等の運営実績を有してい
ることが必要である。
３．北海道での道路防災ハザードマップ作成支援を自治体や関係機関等共に
行うことから、その実績を有していることが必要である。
　財団法人北海道道路管理技術センターは、北海道における一般国道等に係
る道路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効
かつ適正な利用その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技術
開発、道路愛護思想の普及、道路美化事業などを行うことにより、北海道総合
開発の円滑な展開に寄与することを目的に設立された公益法人である。
　上記法人は、道路管理や災害に関する支援活動、道路技術に関する各種講
習会の開催、道路管理に関する広報活動など、中立的な立場で幅広く公共の
利益に寄与する活動を行っている。このような活動を通じて自治体等を集めた
会議の実績を有するとともに、全道各地での「地域防災パートナーシップ」を構
築するための協議会や連絡会議を運営した実績を数多く有している。さらに
は、北海道開発局が発注した「平成１６年度北海道における道路防災ハザード
マップ作成検討業務」では北海道で初めて道路防災ハザードマップのあり方・
事例作成を行い、また厚岸町における道路防災ハザードマップの作成支援を
行うなど、北海道で
の道路防災ハザードマップ作成支援の実績を有している。
　以上のことから、上記法人は本業務の遂行に必要な条件及び業務実施能力
を有している唯一の公益法人と判断される。
　よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定によ
り、財団法人北海道道路管理技術センターを随
意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9449 （財）ツール・ド・北海道協会
十勝管内におけるサイクルス
ポーツ振興に向けた道路整備手
法等検討業務（一式）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年8月2日 5,722,500

本業務の実施にあたっては、以下の条件を満たすことが必要である。
　①　道路の構造及び維持管理に精通していること。また、維持管理について
は、管理体制、管理レベル等の知見を有していること。
　②　サイクルスポーツの普及・振興に精通していること。
　③　自転車の走行空間の安全性、快適性についての専門的な知識を有する
者による調査体制を備えていること。
　④　自転車を通じた観光資源・産業の開発に関する知識を有すること。
　サイクルスポーツの振興に関する機関は、（財）ツール・ド・北海道協会、
（財）日本自転車競技連盟、（財）日本サイクリング協会の３法人であるが、
（財）ツール・ド・北海道協会は、特に北海道の優れた自然環境を生かしたサイ
クルスポーツを核とした活動を展開することにより、北海道における観光資源
及び産業の開発、文化の振興、生活の向上、健康・体力の増進に貢献し、ま
た、我が国におけるサイクルスポーツ等の普及・振興及び自転車利用の普及・
啓発に貢献することを目的として設立された全国唯一の機関である。
  同財団は、①過去１８回に及ぶツール・ド・北海道国際大会開催の運営を通
じて道路の構造及び維持管理に関する豊富な知見を蓄積している。
  ②「ＨＯＫＫＡＩＤＯママチャリ・耐久リレー大会」等の各種自転車競技への共
催、後援を通じサイクルスポーツの普及・振興を図っており、ツール・ド・北海道
国際大会の開催や各種自転車競技等の事業を行うことにより、自転車走行空
間の安全性と特色制等の専門知識が蓄積されている。③自主事業として家族
が安全・快適にサイクリングを行うことができるコースやサイクリングの基礎知
識等を調査研究しておりその成果として「ファミリーツール・ド・北海道」を発行
している。④既存の観光名所をからめたサイ
クリングコースの提唱により、新たな地域観光資源の発掘等も行っている。
　よって、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし業務実施能力を有
しているのは、唯一（財）ツール・ド・北海道協会で
ある。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号の規定により、上記法人を随意契約
の相手方として選定するものである。

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)

9450 （財）日本気象協会
一般国道２４１号音更町　十勝
大橋斜材落雪予測情報提供業
務（一式）

幡本　篤
帯広開発建設部帯広道路事務
所
中川郡幕別町札内西町73-6

平成17年10月20日 3,517,500

本業務の遂行にあたっては、次の要件を全て満足する必要がある。
①北海道の気象、特に十勝地方の気象に関する専門的知識と技術力を有す
ること。
②落雪予測システムに使用する局所・限定的な気象予測が可能であること。
③道路気象情報を道路管理者へ提供するシステムとの一体的運用が可能で
あること。
　（財）日本気象協会北海道支社は、気象観測調査・解析、気象予測、気象情
報システム開発など気象に関する幅広い調査活動を行っており、北海道開発
局、北海道、日本道路公団等から気象解析、道路気象予測、気象情報システ
ム開発に関する多数の調査を受託しているなど、北海道の気象に関する専門
的知識と技術力を有している。昭和６１年度から当部発注の「道路気象情報外
提供」業務も受注しており、十勝地方の気象条件を熟知している。
　また、同法人は、気象庁のアメダスデータに加えて、独自に全道２５０地点に
配置した観測所から気象データを入手するシステム（マメダス）を構築してお
り、これら高密度のデータに基づいた局所・限定的な気象予測が可能である。
　さらに、同法人は、当部発注の「道路気象情報外提供」業務において、国道
の気象情報を配信するシステムを構築しており、このシステムを利用した一体
的運用ができる唯一の機関である。
　このように、同法人は本業務を遂行するうえで必要とされる条件を全て満足
し、落雪予測システムの合理的な運用が可能な唯一の機関である。
　以上の理由から、本業務の委託先として上記財団法人を選定するものであ
る。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

－
(事務・事業を
取り止めるも
の)



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
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契約を締結した日
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（円）
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9451
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

帯広開発建設部管内　道路管
理施設データ登録業務（一式）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年10月25日 29,489,000

　ＭＩＣＨＩシステムは、国土交通省が全国の直轄国道の道路施設に関する主
要データを整備し、道路施設計画・道路の維持管理・道路防災等の業務で必
要な情報を一括管理するための全国統一のデータベースシステムであり、基
幹システムを（財）道路保全技術センターが有し、全国的にデータを一元管理
し、北海道においては、（財）北海道道路管理技術センターがＭＩＣＨＩシステム
の使用許可をもっている。
　本業務は、ＭＩＣＨＩシステムについて全国的なシステムと連携を図るととも
に、
　①平成１７年度に実施された道路関連工事のデータ更新・登録、及び道路延
長変更による距離標の修正。
　②公共施設管理用光ファイバー及び収容空間整備状況について、登録済み
のＭＩＣＨＩデータと整合を図り、ＭＩＣＨＩシステムのフォーマットに合わせて、将
来管理台帳や管理用路線図とともに布設状況を登録できるように図面等をデ
ジタル化する。
を行うものである。以上より、道路管理データベース基幹システムの登録・更
新システムを所有し、使用できることが必要である。
　財団法人北海道道路管理技術センタ－は、北海道の一般国道に係る道路
施設の維持管理全般に関する総合的な調査・研究及び技術開発を行うことに
より、北海道総合開発の円滑な展開に寄与する事を目的として設立された公
益法人である。
　同法人は、北海道において、（財）道路保全技術センターのＭＩＣＨＩシステム
の使用許可をもつ唯一の法人である。
　よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により
財団法人北海道道路管理技術センタ－と随意契約を行う。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9452
（社）北海道うまの道ネット
ワーク協会

十勝地域　土地改良施設有効
活用検討業務（一式）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年11月22日 3,307,500

本業務の執行については、以下の条件が必要である。
　１）業務の成果は、地域振興を通じ、幅広く地域の利益に貢献するものであ
ること。
　２）ホーストレッキング等馬の活用について幅広い知見に基づき検討する必
要があること。
　３）当該地域を含め、地域振興の取組状況に精通している必要があること。
　乗馬に関する施設整備の検討については（社）全国乗馬倶楽部振興協会及
び（社）北海道うまの道ネットワーク協会が実施出来るが、本業務は、北海道
におけるホーストレッキング及び馬を活用した地域の振興、都市と農村の交流
等に資することを目的としたものであることから、「馬の道を活用した地域振興
及び交流推進」等を実施する事業として定款に定める（社）北海道うまの道
ネットワーク協会が本業務を遂行しうる唯一の法人と判断する。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号の規定に基づき、上記法人を委託先の相手方として選定するも
のである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（18年度から
企画競争に移
行）

9453 （財）日本気象協会
帯広広尾自動車道帯広市外
雪況調査業務（一式）

幡本　篤
帯広開発建設部帯広道路事務
所
中川郡幕別町札内西町73-6

平成17年11月24日 5,460,000

本業務の実施に当たっては、次の要件を全て満足する必要がある。
① 現地気象に精通して気象予測が出来、気象観測時期（吹雪時）を逃さず、
迅速に観測が出来る体制を有すること。
② 吹雪、吹き溜まり等の詳細な現地調査が可能であること。
③ 当該地域の気象を正確に把握するために、中・長期的な気象の状態を示
す尺度（平年値、準平年値）による評価ができること。
　財団法人日本気象協会北海道支社は、気象観測調査・解析、気象予測、気
象情報システム開発など気象に関する幅広い調査活動を行っており、北海道
開発局、北海道、日本道路公団等から気象解析、道路気象予測、気象情報シ
ステム開発に関する多数の調査を受託しているなど、北海道の道路気象に関
する専門的知識と技術力を有している。その体制は北海道支社（札幌市）のほ
か帯広市など道内に６支部が設置され、地域気象観測システム（アメダス）の
情報ネットワークを有した迅速な気象情報の収集能力を有し、機動的な調査
体制を確立している。
　また、同法人は独自に全道２５０地点にマメダスを設置しており、当該路線の
近傍にも２地点のマメダス（グリュック王国マメダス、中札内マメダス）を設置し
ている。マメダスはアメダスと同等の観測精度を有し、気象情報をリアルタイム
にモニタリングできる気象観測システムであり、また、過去8年間の観測実績か
ら準平年値を算出することが可能である。当該路線の近傍には、このマメダス
データ以外に中・長期的な気象の状態の尺度となるデータはなく、同法人は観
測した雪況を正しく分析・評価できる唯一の法人である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により、財
団法人日本気象協会北海道支社と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
（19年度以降、
総合評価による
一般競争に移

行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9454 （社）海洋調査協会
十勝港湾　海象観測システム信
頼性維持検討調査業務（一式）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年12月6日 4,515,000

十勝港湾は北海道東部太平洋沿岸の観測に位置づけられており、その観測
データは十勝港湾だけではなく全国のデータが港湾空港技術研究所に集約さ
れてナウファス(全国港湾海洋波浪情報網)を通じて、気象庁の波浪予報に活
用され海の安全に貢献すると共に、沿岸域の開発・利用・防災にも活用されて
いる。
　十勝港湾においても波浪予報等は設計・工事計画・工程管理を行う上での
不可欠な情報であり、その信頼性を確保するためには全国同一レベルの精度
が必要である。
　現在は全国的に光ジャイロ式波向計方位確認装置による測定を基にして海
象計の設置、計測がされている。十勝港湾においても同レベルの精度を確保
するためには光ジャイロ波向計方位測定装置による測定が不可欠である。同
装置は（社）海洋調査協会と港湾空港技術研究所が共同で開発し特許出願中
の装置であり、同装置を所有している上記協会を選定し、随意契約により実施
したい。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行したも
の（18年度から
直ちに総合評価
方式による一般
競争入札に移
行）

9455 （財）河川情報センター
十勝川水系　浸水想定区域表
示システム改良業務（一式）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年12月6日 5,040,000
本業務は、動く浸水想定区域ビューワの作成を行うものである。当該財団は、
動く浸水想定区域ビューワについて、開発者として、代替性のない特定の知識
等を有している唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

9456
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

十勝川水系洪水予測システム
検討業務（一式）

加藤　史郎
帯広開発建設部
帯広市西４条南８丁目

平成17年12月13日 19,950,000

 本業務は、十勝川の洪水予測手法の精度向上を図るために、現在の手法に
２段タンク型貯留関数法を加えるとともに、平成１８年度の「十勝川洪水予測シ
ステム」更新に向け、 適な機器の仕様・構成について検討を行うものであ
る。
　財団法人　北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に関
わる総合的な調査研究及び技術開発を行い、その成果を活用した技術情報
の提供、広報、研究等を通じて、事業の効率的な推進に寄与することを目的に
設立された財団であり、洪水予測に関しては、他の追随を許さない 先端の
技術を有している。
　十勝川における現在の洪水予測手法は、上記財団で開発した星モデルを用
い十勝川に適用したものであり、今回その手法を改良し、その手法に 適な機
器構成の仕様検討を行うものであることから、上記法人でなければ業務を遂
行できない。
　よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）により、上記
法人を随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9457 （財）日本気象協会 気象資料提供業務（一式）
安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年4月1日 10,372,000

本業務の履行にあたって契約業者は、①　各種気象情報を迅速かつ的確に供
給可能であること②　雨量予測のための気象学に関する専門的知識③　網走
川・常呂川・湧別川・渚滑川流域の降雨特性の把握の全てを有していることが
不可欠である。
　財団法人日本気象協会は、膨大に蓄積した過去の気象データと地域特性を
総合的に判断し、網走管内での迅速かつ高い精度の気象予測の供給が可能
であるとともに、各地の気象に関する調査・研究を行っており、気象学に関す
る高度な知識・経験を有する唯一の機関である。
  よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により
財団法人日本気象協会北海道支社と随意契約する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9458 （財）日本気象協会
網走地域　気象流量調査業務
（一式）

安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年4月1日 59,687,000

適時の流量等の観測能力として迅速な気象情報収集能力、観測適時予測の
ための気象予報能力及び一斉観測能力が必要であり、データの評価・管理能
力としてデータの有効性の判断能力、膨大なデータの管理能力を有する唯一
の者であるため。（会計法第29条の３第４項）

その他のもの

―
（随意契約に
よらざるを得
ないもの）

9459
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

網走道路事務所　現場技術業
務（一式）

安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年4月4日 15,750,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9460
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

北見道路事務所　現場技術業
務（一式）

安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年4月4日 45,781,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9461
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

遠軽道路事務所　現場技術業
務（一式）

安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年4月4日 49,743,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9462
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

斜里道路総合事業所　現場技
術業務（一式）

安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年4月4日 31,614,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9463
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

興部道路維持事業所　現場技
術業務（一式）

安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年4月4日 18,449,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9464 （社）日本潜水協会
網走港外２港　水中部施工状況
調査業務（一式）

松良　精三
網走開発建設部網走港湾事務
所
網走市港町３番

平成17年4月14日 1,520,000

本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たしていることが必要である。
①港湾工事等の水中工事に関し、高度な知識と豊富な経験を有していること。
②港湾工事等の施工および調査方法に係わる専門的な知識を有していると共
に、社団法人日本潜水協会が実施する特別研修課程を修了した特定潜水士
を有していること。
③監督業務の補助として行うものであり、公平性、中立性が強く求められるこ
とから、公益性の高いものである。
  社団法人日本潜水協会は、港湾工事に携わる潜水士の技術向上、労働災
害の防止及び計画的養成を行うことにより、潜水事業の健全な発展を図り、
もって港湾整備の促進と、海洋開発の振興に資することを目的に設立された
公益法人であり、国土交通省港湾局が制定した「港湾潜水技師」資格を認定
する唯一の機関である。
　また、同法人は、昭和６２年度から北海道開発局が実施する港湾・漁港工事
に係わる水中部施工状況調査や、国土交通省各整備局等が実施する同様の
業務を発注し、優れた成果を納め、適切な監督検査業務の履行に寄与してお
り、本業務を遂行する上で必要とされる条件を満たし業務実施能力を有してい
る唯一の法人である。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条４の第３号
の規定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9465 （財）日本気象協会
一般国道３９号　北見市外　北
見道路気象観測外一連業務（一
式）

立石　紫朗
網走開発建設部北見道路事務
所
北見市三輪６７４－５

平成17年4月19日 11,804,000

本業務の履行にあたっては、
①道路維持管理のための気象情報を提供するにあたっての行政的見地から
の広範な知見と高い公平性・中立性を有していること。
②気象予報業務の認可を受けているとともに、積雪寒冷地特有の特徴を持つ
北海道内及び網走北見紋別地方の道路気象に関する専門的な知見を持って
いること。
③北海道の観測網を活用した気象観測情報の収集・処理加工・解析、道路気
象予測に関する専門的な知識・業務実績を有していること。
の全てを満たしていることが必要不可欠である。
　財団法人日本気象協会北海道支社は、気象に関する科学及び技術の進歩
に協力するとともに、気象の利用方法の普及並びに指導を行なうことにより気
象に関する事業の発展をはかり、もって公共の福祉の増進に寄与することを
目的として設立された公益法人である。
　同法人は、公益法人としての公平性・中立性を確保していること、また、気象
予報業務認可を受けている（予報許可第5号、昭和30年5月）とともに、道内7
事業所において各種事業に沿った道路気象調査業務を受託しており（建設コ
ンサルタント登録、建１０第６２４７号）、北海道各地における道路気象に精通し
ている唯一の機関である。さらに同法人は、全道約250個所に配置した独自の
気象観測システム（マメダス）の情報を集約しており局所的な気象現象を捉え
ることが可能であり、また、気象予測・観測情報を広域的及び地域毎に分かり
やすく加工し、迅速かつ的確に提供する気象情報システム（マイコス）を構築
し、継続的に運営している唯一の機関である。
　以上のことから、同法人は本業務を遂行する上で必要とされる条件及び業
務実施能力を有している唯一の法人である。
　よって、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の
規程により、上記法人を随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するた
めの準備に時
間を要するもの
（18年度契約で
は、企画競争を
実施し、19年度
以降、総合評価
による一般競争

に移行）

9466
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

網走開発建設部管内　河川施
設電気通信現場技術業務（一
式）

安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年4月20日 4,725,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9467
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

網走川・常呂川　現場技術業務
（一式）

安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年4月20日 49,269,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9468
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

湧別川・渚滑川　現場技術業務
（一式）

安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年4月20日 29,582,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入

9469
（財）港湾空港建設技術サー
ビスセンター

管内　現場技術業務（一式）
安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年4月20日 45,544,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ
ととしたもの

公募手続きを
導入



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）
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講ずる措置 備考

9470 （社）日本潜水協会
紋別港水中部施工状況調査業
務（一式）

平山　裕義
網走開発建設部紋別港湾事務
所
紋別市弁天町１丁目２－１０

平成17年4月21日 2,321,000

本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たしていることが必要である。
①港湾工事等の水中工事に関し、高度な知識と豊富な経験を有していること。
②港湾工事等の施工及び調査方法に関わる専門的な知識を有していると共
に、社団法人日本潜水協会が実施する特別研修課程を修了した特定潜水士
を有していること。
③監督業務の補助として行うものであり、公平性、中立性が強く求められるこ
とから、公益性の高いものであること。
　社団法人　日本潜水協会は、港湾工事に携わる潜水士の技術向上、労働災
害の防止及び計画的要請を行うことにより、潜水事業の健全な発展を図り、
もって港湾整備の促進と、海洋開発の振興に資することを目的に設立された
公益法人であり、国土交通省港湾局が制定した「港湾潜水技士」資格を認定
する唯一の機関である。
　また、同法人は、昭和６２年度から北海道開発局が実施する港湾・漁港工事
に関わる水中部施工状況調査や、国土交通省各整備局等が実施する同様の
業務を受注し、優れた成果を納め、適切な監督検査業務の履行に寄与してお
り、本業務を遂行する上で必要とされる要件を満たし業務実施能力を有してい
る唯一の法人である。
以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条４の第３号の規
定により、上記法人を随意契約の相手方として選定するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するも
の（19年度から
総合評価方式
による一般競争
入札に移行）

9471
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

常呂川外　河川整備計画検討
業務（一式）

安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年5月11日 24,828,000

本業務の履行あたって契約業者は、
①　社会性の高い地域計画である河川整備計画を策定するにあたっての行政
的見地からの広範な知見と高い公平性・中立性。
②  北海道の河川における防災技術や管理技術に関する専門的な知見。
③　河川整備計画検討や各種委員会等の運営に関する業務実績。
の全てを満たしていることが不可欠である。
　財団法人北海道河川防災研究センターは、北海道における河川防災に係わ
る国土の保全と利用並びに環境保全に関する総合的な調査研究及び技術開
発を行いその成果を活用した技術情報の提供、広報、研修等を通じて事業の
効率的な推進及び施設の適正な管理に資することを目的に設立された公益法
人である。
　同法人は、①公益法人であり公平性、中立性を有すること、②北海道の河川
の流出解析の研究を行う等防災技術について専門的な知見を有していること
③河川整備計画検討の業務実績を有し各種検討委員会運営に関する豊富な
経験と能力を有していることから、本業務の履行に必要な条件を満たしている
唯一の法人である。
  よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定によ
り、財団法人北海道河川防災研究センターと随意契約する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9472
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

網走開発建設部管内　地域防
災対策検討業務（一式）

安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年5月11日 20,815,000

 本業務は、道路管理者、防災関係機関、道路利用者等と連携を図りながら協
議会を運営していくことから、①利害権限の調整に及ぶため中立かつ公平な
立場であること、②北海道における災害等の検討委員会運営の実績があるこ
と、③道路防災連絡協議会運営の実績があること、④各種道路施策に関する
豊富な知識と経験を有していること、⑤道路管理、防災等に関する豊富な知識
と経験を有していること等を満たすことが必要である。
  財団法人北海道道路管理技術センターは、北海道における一般国道等に係
る道路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効
かつ適正な利用、その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技
術開発を行うことにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与する事を目的
として設立された公益法人である。
　同法人は、①公益法人であり行政的見地からの広い視野と高い公平性・中
立性を有すること、②北海道における災害時等の検討委員会運営の実績を有
すること、③道路防災連絡協議会運営の実績があり、道路管理、防災等に関
する豊富な知識と経験を有していることから、本業務に必要な条件を満たして
いる唯一の法人である。
  よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により
財団法人北海道道路管理技術センターと随意契約を行う。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの



番号 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数

量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 緊急点検の結
果

講ずる措置 備考

9473
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

網走開発建設部管内　道路防
災ドクター技術検討業務（一式）

安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年5月11日 3,415,000

道路防災対策及び災害対応は、常時より地域に即した綿密な連携を図ると共
に、災害時には迅速かつ適切な措置を講じることが必要であることから①中立
かつ公平な立場であること、②道路の管理、防災に十分な専門的知識を有す
ること、③学識経験者からなる技術検討会等の開催に豊富な経験があること、
④学識経験者と密接な関係があり、情報交換できること、⑤道路管理者、学識
経験者、専門技術者間の調整を図ること等を満たすことが必要である。
　財団法人北海道道路管理技術センタ－は、北海道における一般国道等に係
る道路施設の合理的な維持改善、高度な道路情報の提供、道路空間の有効
かつ適正な利用、その他道路管理全般に関する総合的な調査、研究及び技
術開発を行うことにより、北海道総合開発の円滑な展開に寄与する事を目的
として設立された公益法人である。
　同法人は、①公益法人であり行政的見地からの広い視野と高い公平性・中
立性を有すること、②防災ドクター制度を運用している唯一の団体で、北海道
における災害等の検討委員会運営の実績があり、道路管理、防災等に関する
豊富な知識と経験を有していること、③公益事業として道路管理技術委員会を
設置運営しており、各分野の学識経験者と連携し種々の研究を行っていること
から、本業務に必要な条件を満たしている唯一の法人である。
  よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により
財団法人北海道道路管理技術センタ－と随意契約を行う。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
ための準備に
時間を要する
もの（19年度
から企画競争
へ移行）

9474 （財）道路保全技術センター
北見道路事務所　巡回支援シス
テム業務（一式）

立石　紫朗
網走開発建設部北見道路事務
所
北見市三輪６７４－５

平成17年5月17日 13,135,000

本業務の遂行にあたっては、道路巡回をはじめとする道路防災、道路情報管
理等を含めた道路管理業務全体の高度化を図るという目的、意義を十分理解
したうえで、各種法律等の制度知識ならびに、行政的視野での特に高度な知
識と経験が必要不可欠である。
  財団法人道路保全技術センターは、道路保全技術に関する調査研究及び開
発、道路保全に関するシステムの開発整備を業務として、道路巡回に関する
点検、車輌運行、情報提供等のシステム開発をはじめ、道路管理データベー
スシステムの開発整備、災害対策等の道路保全技術に関する調査研究等の
道路管理に関する調査研究を多数実施するなど、本業務に必要な道路巡回
支援システムを唯一開発し保有している財団法人である。
　よって、会計法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定により、
財団法人道路保全技術センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地
があるもの

一般競争等に
移行するため
の準備に時間
を要するもの
（平成１９年
度以降企画競
争を実施）

9475 （財）河川環境管理財団
網走湖　水質保全対策検討外
業務（一式）

安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年5月18日 64,044,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行

公募手続きを
導入

9476
（財）北海道河川防災研究セ
ンター

工事積算資料作成業務（一式）

畦田　益美
網走開発建設部北見河川事務
所
北見市田端町７１番地

平成17年6月9日 8,941,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行する
こととしたも
の

公募手続きを
導入

9477
（財）北海道道路管理技術セ
ンター

網走開発建設部管内　道路施
設電気通信現場技術業務（一
式）

安田　修
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

平成17年7月27日 11,970,000

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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札
等に移行するこ

ととしたもの

公募手続きを
導入


