
（別紙１）

件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

1 （独）国立印刷局 官報公告等掲載（一式）
川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 4,363,695

本契約は、「国の物品又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」に該当する案件について公告等を行うため
の契約であり、同政令にて官報にて公告をしなければならないと定めている。官報は独立行政法人国立印刷局の
みが発行している印刷物であるので、唯一の相手方である同法人と随意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

単価
契約

2 （独）国立印刷局
平成１７年版土地白書（一
式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月15日 11,915,854

土地白書は、「土地の動向に関する年次報告」と「土地に関して講じようとする基本的な施策」より構成され
（市販版には資料編を合本）、土地基本法（平成元年法律第８４号）第１０条第１項及び第２項の規定に基づ
き、国会へ報告する文書（法定白書）である。　土地白書の作成に際しては、与党部会への報告や、国土審議会
での意見聴取、閣議配布等、行政報告特有の手続きを必要とする上、これらの手続きの過程で生じる修正等に迅
速に対応することが求められる。独立行政法人国立印刷局は、旧・財務省印刷局が組織改革されて平成１５年４
月に設立した独立行政法人であるが、独立行政法人国立印刷局法第３条第２項(印刷局の目的)において、「印刷
局は白書等刊行物の編集、印刷、刊行及び普及を行うこと等により公共上の見地から行われることが適当な情報
の提供を図ることを目的とする。」(一部抜粋)とされていることから、土地白書においても、昨年度まで継続的
に同印刷局と印刷業務の請負契約をしてきているところである。また、これには、「政府刊行物（白書類）の取
扱いについて」（昭和38年10月24日事務次官等会議申し合わせ（平成13年１月６日改正））により、「白書類の
印刷発行については、特に財務省印刷局を活用するものとする」とされており、従来から印刷業務を同印刷局に
依頼してきていた経緯でもある。以上の理由により、同印刷局以外に、本契約において、機密性を確実に保持し
つつ円滑かつ効率的に業務を履行できる機関はないことから、同印刷局との随意契約とする。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降、企画
競争を実施

3 （独）国立印刷局
平成１６年度首都圏整備に
関する年次報告（一式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月20日 7,460,685

首都圏白書の作成に際しては、行政報告特有の手続きを必要とする上、手続きの過程で生じる修正等に迅速に対
応することが求められる。独立行政法人国立印刷局はその豊富な経験の蓄積により、例えば前年版図表等につい
ても簡易修正を施すのみで使用可能になる等作業時間を短縮でき、業務を確実かつ円滑に実施していくことが出
来る唯一の機関である。また、「政府刊行物（白書類）の取扱について」（平成13年１月６日改正事務次官等会
議申し合わせ）により、白書類の印刷発行については、国立印刷局を活用することとされている。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降、企画
競争を実施

4 （独）国立印刷局
平成１６年度一般会計歳入
歳出決算書外（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月28日 4,463,940

平成１６年度一般会計歳入歳出決算書外の印刷物については、①正確性、確実性及び迅速性、②公表前の情報の
守秘、③緊急の要請への素早い対応が必要とされている。独立行政法人国立印刷局においては、こうした条件を
満たすことができる唯一の機関であり競争を許さないことから、随意契約を締結するものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

5 （独）国立印刷局
平成１８年度一般会計予算
書外（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月24日 12,237,669

平成１８年度一般会計予算書外の印刷物については、①正確性、確実性及び迅速性、②公表前の情報の守秘、③
緊急の要請への素早い対応が必要とされている。独立行政法人国立印刷局においては、こうした条件を満たすこ
とができる唯一の機関であり競争を許さないことから、随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

6 （独）国立印刷局
平成１７年度一般会計補正
予算書（第１号）外（一
式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月28日 3,253,833

平成１７年度一般会計補正予算書（第１号）外の印刷物については、①正確性、確実性及び迅速性、②公表前の
情報の守秘、③緊急の要請への素早い対応が必要とされている。独立行政法人国立印刷局においては、こうした
条件を満たすことができる唯一の機関であり競争を許さないことから、随意契約を締結するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7
（株）日刊建設産業新
聞社

日刊建設産業新聞の年間購
入（２２８部）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 1,915,200
日刊建設産業新聞については、唯一（株）日刊建設産業新聞社が販売等を行っているため、随意契約を締結する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8 朝日航洋（株） 航空機運航業務（一式）
川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月1日 736,002
地方整備局等で運航し、委託契約しているヘリコプターを本省用務で使用するため。(会計法第２９条の３第４
項)

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

単価
契約

平成１７年度　所管公益法人等以外の者との間で締結された随意契約の点検・見直しの状況について（国土交通省）



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
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9 あずさ監査法人
国土交通省所管省庁別財務
書類（平成１６年度）の作
成業務（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月1日 17,325,000

省庁別財務書類は、財政制度等審議会による「公会計に関する基本的考え方（H15.6.30）」において「各省庁の
財政状況等に関する説明責任の履行の向 上及び予算執行の効率化・適正化に資する財務情報を提供すること等
を目的として、企業会計の考え方及び手法を活用し作成する」こととされ、平成１６年６月 には「省庁別財務
書類の作成について（H16.6.17）」（以下「作成基準」という）が取りまとめられた。本業務は、本年１０月に
示された「平成１６年度省庁別財務書類の作成指針（H17.10.7）」（以下「作成指針」という）に基づき、平成
１８年２月末 までに国土交通省所管省庁別財務書類の作成を行うものであるが、その作成にあたっては、連結
対象法人が３０法人(期中解散３法人を含む)におよぶととも に、一般会計の他７つの特別会計があり、うち５
つの特別会計は特別会計ごとの連結財務書類も作成することとなるため、当省の事務・事業及び会計の特殊性、
独自性、並びに連結対象となる特殊法人等の会計基準等を十分に熟知且つ精通している必要がある。
「あずさ監査法人」は、平成１６年３月に一般会計と特別会計を連結した国土交通省平成１４年度省庁別財務書
類を作成し、平成１６年９月には「作成基準」 に基づき同書類の見直版の作成を行うとともに、平成１６年１
０月に示された「平成１５年度省庁別財務書類の作成指針（H16.10.28）」に基づき国土 交通省平成１５年度省
庁別財務書類の作成を行っており、当省所管の事務・事業及び会計の特殊性、独自性に熟知且つ精通しているた
め、今回の作成に当たって も、その実績やノウハウ等から短い期限による作業が可能である。また「作成基
準」を取りまとめた「財政制度等審議会財政制度分科会法制・公企業会計部会公企業会計ワーキンググループ」
に専門委員を当初から派遣してお り、「作成基準」に非常に精通しているとともに、日本公認会計士協会の特
殊法人・独立行政法人専門部会へ委員を派遣していることから連結対象となる特殊法 人等の会計基準等にも精
通している。「あずさ監査法人」は、「作成基準」及び当省並びに連結対象となる特殊法人等の会計に精通して
いることから、本年１０月に示された「作成指針」に基づき、限られた期間内で的確に作成が可能な業者は、同
法人以外にはない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降、競争
入札若しくは企画競
争に移行

10
（株）ＵＦＪ総合研究
所

人口減少社会における都市
と居住のあり方に関する調
査（一式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年6月10日 23,000,250

全国レベルでの人口分析の推移の把握にあたっては、町丁字別単位は全国で１８万箇所を超え、平成７年と平成
１２年という国勢調査の二時点間で区域の変更やずれが生じているが、（株）ＵＦＪ総合研究所は、国土交通省
「大都市圏町丁目別基礎データ整備等業務（平成１５年度）」等の業務の中で区域の変更やずれを見つけ出す基
本的な方法論及びプログラムを既に作成済みであり、このノウハウを適用することにより、町丁字別単位データ
の整合・整理を確実に実施できる。また、多くの町丁字別単位で大規模開発等の特殊事情による大きな推計誤差
が生じることが想定されるが、国土交通省「事業所・企業統計に基づく地域メッシュ統計データ平滑化業務（平
成１４年度）」等の業務の中で小地域単位データに関する時系列分析、誤差修正等に関する方法論とプログラム
を既に開発済みであり、このノウハウを適用することにより、分析作業を確実に実施できる。さらに、国土交通
省「ライフスタイルの変化と住宅需要に関する調査（平成１５年度）」においてマクロデータ、意識調査の両面
から我が国の世帯・住宅の現状を把握し、住宅需要の意識構造を分析するなど、直近の住宅意識の内容と実施方
法を熟知しており、その知見とノウハウは良質な住宅ストックを活用した居住に向けた現況、意識等を把握する
ための調査設計・実施・分析に不可欠である。以上のノウハウは本業務の実施に不可欠であり、（株）ＵＦＪ総
合研究所は本業務を実施できる唯一の機関であることから、随意契約を締結するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降、企画
競争を実施

11
（株）アール・エス・
シー

中央合同庁舎第３号館にお
ける守衛業務委託に係る警
備員の臨時増員（一式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月26日 7,910,666

当庁舎の警備については、守衛及び警備員が連携を図り行われているところである。守衛業務について、守衛の
うち２名、そのうち１名が病気休暇中であり、もう１名が病院の診断の結果、夜勤を伴う長時間勤務を行えない
ことが明らかになった。このため、急遽守衛２名の代替要員として警備員２名を増員し、昼夜勤を含めた守衛業
務に従事させる必要が生じた。（株）アール・エス・シーは当庁舎における平成１７年度「当庁舎の警備委託業
務」を落札した業者であり、当庁舎の警備委託にあたっては、庁舎の警備状況の把握及び守衛との連携が絶対不
可欠なことから当事業者以外では当庁舎の警備状況の把握及び守衛との連携に大いに時間を要し守衛業務に多大
な支障を来す恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

単価
契約

12
（株）エヌ・ティ・
ティ・データ

調達情報公開システム保守
（一式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 5,936,425

本システムは、外部に国土交通省の政府調達（非公共事業）に関する情報を提供する目的で整備したものであ
り、株式会社エヌ・ティ・ティ・データは本システムを開発し内容を把握している唯一の業者である。契約の主
目的である不正アクセスに備えたセキュリティ対策、故障時の迅速な対応等を的確に行うためには、本システム
を正確・完全に理解していることが必要不可欠であり、これに対応できるのは本システム開発業者である株式会
社エヌ・ティ・ティ・データにおいて他にはないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、公募
を実施

13
（株）エヌ・ティ・
ティ・データ

諸外国を含めた交通分野に
おけるＩＴ利活用のこれま
での取り組みと今後の展開
に関する調査（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月15日 2,551,500

本調査の実施にあたっては、国内外の交通分野におけるＩＴ利活用についての知見が不可欠である。（株）ＮＴ
Ｔデータはこれまで、交通事業者が保有する時刻表、ダイヤ、料金等の公共交通情報に加え、自治体が保有する
地図、観光等の情報を組み合わせて利用者へ提供する観光・交通案内や 適経路選択支援等の総合交通情報提
供、また、それらの公共交通情報データを標準化し、各種バスや地下鉄利用者の更なる利便性向上に繋がる情報
提供に関わる調査、研究、実証実験及びシステム開発を実施している。また、ＩＴＳ分野等、海外におけるシン
ポジウム、世界会議等にも積極的に参加し、欧米、アジアを中心とした諸外国の情報、調査ノウハウについても
有しており、本調査遂行のための優れた知見を有している。本研究は、国内外の行政及び市場の交通分野におけ
るＩＴ利活用の取り組みを調査、考察するものであり、これらの知見を本研究に活用することは極めて有効かつ
効率的であり、必要不可欠である。よって、本調査を効率的に実施できる唯一の機関であると判断されるため、
随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の
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14 （株）オオニシ
フィルムの購入、写真撮影
等（一式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 6,298,132

本業務は、職員の身分証明書作成、公用旅券申請等に必要となる写真撮影、現像、引伸、フィルムの購入外であ
る。業務の遂行にあたっては、業務の発注が頻繁かつ不定期であり、また、緊急を要する場合も多いことから、
撮影日及び撮影時間並びに撮影場所を指定することなくいつでも撮影等が可能であることが必要である。同者
は、合同庁舎３号館庁舎内に国有財産部局長の許可を得て店舗を構えていることから、いつでも撮影等が可能で
あり、上記要件を満たす唯一の業者である。よって随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、一般
競争入札に移行

単価
契約

15 （株）学陽書房
共済小六法（平成１８年
版）（２６９部）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月12日 1,259,750 当該書籍は、（株）学陽書房が出版しているため、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）
見直しの余地が
あり

１８年度以降、一般
競争入札に移行

16 （株）価値総合研究所
少子高齢化・人口減少社会
における地域交通事業に関
する調査（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月14日 8,988,000

本調査の実施にあたっては、人口減少及び少子高齢化、経済の低成長等の社会・経済トレンドの下で、集積（人
口、企業等）、地域間の交通利便性、地域間の交流、地域の交通事業の利用者数、事業者の採算性等、幅広い項
目を分析・予測することが必要である。このため、高齢・労働人口構成や産業の立地、居住地選択、年齢構成別
の発生交通、流動の変化、競合交通手段、端末交通手段等を考慮したモデル構築に係る技術的知見が不可欠であ
る。（株）価値総合研究所は、交通政策等の政策立案のための調査・解析・分析・計画、政策立案ツールや評価
システムの構築業務を行っており、平成１６年度に国土交通政策研究所が実施した「環境・交通施策が経済活動
と交通環境負荷に及ぼす影響に関する調査」において、環境施策や交通施策が、様々な企業の生産活動や家計の
消費活動に及ぼす影響を定量的に表現するモデルを構築する等、優れた知見を有している。本調査では、上記調
査によって得られた知見を活用し、構築されたモデルを発展・進化させることにより必要なモデル構築を行うこ
とが極めて有効かつ効率的であり、必要不可欠である。よって、本調査を効率的に実施できる唯一の機関である
と判断されるため、随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降、企画
競争を実施

17 （株）ぎょうせい
国土交通省会計実務要覧
（平成１７年度版）（３８
７部）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月9日 1,470,600 当該書籍は（株）ぎょうせいが出版しているため、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）
見直しの余地が
あり

１８年度以降、一般
競争入札に移行

18 （株）グリーンキャブ
一般乗用旅客自動車供給
（一式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 1,198,070

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済性、利便
性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約する。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年度以降、
企画競争を実施

単価
契約

19 （株）グリーンキャブ
一般乗用旅客自動車供給
（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月30日 1,724,260

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済性、利便
性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約する。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、企画
競争を実施

単価
契約

20
（株）交通システム研
究所

職場におけるモビリティ・
マネジメントの促進方策に
関する調査（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月22日 23,257,500

本調査にあたっては、モビリティ・マネジメントの取り組みに関する高度な知見と、「ＷＥＢを活用したＴＦＰ
システム」の運用に関する専門的な技術を有することが求められる。加えて、全国各地でのシステム適用可能性
を評価する技術、地域ごとの効果の違いやその要因を分析する技術、並びにこれらを用いた政策評価手法に精通
していることが必要である。（株）交通システム研究所は、ＷＥＢを活用した事業所対象のＴＦＰの実験運用
を、平成１５年度に松下電器産業（株）本社部門を対象に、平成１６年度には大阪府下１４社・団体を対象に先
行的に実施しており、ＣＯ２排出量の削減や自動車利用の削減効果があることを検証した我が国唯一の先進事例
である。本調査では、事業所や立地地域特性を反映したＷＥＢ　ＴＦＰシステムを検討の上、実施し、その効果
や運用に関する評価を行うものであり、（株）交通システム研究所のみが保有する当システム及び過年度調査の
成果の活用が不可欠である。したがって、（株）交通システム研究所は、本研究の業務を行える実績、知見を有
する我が国唯一の機関であると判断されるため、随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降、企画
競争を実施

21
（株）国政情報セン
ター

ガイドブック国土交通省
（平成１７年度版）（６０
６部）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月11日 1,090,800
当該書籍は、（株）国政情報センターが出版しているため、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降、一般
競争入札を実施
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22 （株）ことりや
国土交通省防災服作製（一
式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年5月19日 1,144,500

国土交通省においては、今後順次、各地方整備局等を含めて防災服の基本デザインの全国的な統一を図ることと
しており、まず初めに、中越地震対応で他の地方整備局等の応援が入る機会の多い北陸地方整備局において整備
することとし、一般競争入札の結果、（株）ことりやと契約を行った。本省においても、同一仕様による防災服
を整備する予定であるが、本格的出水期前の６月中旬までに納入出来る能力をもつ業者は、既に北陸地方整備局
と契約を行っている（株）ことりやが唯一の業者である。よって、随意契約をするものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降、一般
競争入札に移行

23 （株）ジェイコム
自家用車利用通勤の健康学
的影響に関する調査（一
式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月21日 6,023,344

（株）ジェイコムは、交通・観光分野の調査研究に関する実績を有しており、本調査で実証を考慮している 新
の交通事情を把握している。また、本調査の雛形となった調査である「旅の健康学的効果」（社団法人日本旅行
業協会、平成１３年度）や、本調査における手法・評価の前提となる「通勤ストレスの週内変動と健康に及ぼす
影響に関する調査」（国土交通政策研究所、平成１６年度）を請け負っており、調査機関として唯一交通機関利
用時のストレスを心理学的、生理学的、医学的側面から調査・分析するノウハウを有している。以上のノウハウ
は本調査を効率的かつ効果的に実施するために不可欠であり、（株）ジェイコムは本業務を実施できる唯一の機
関であることから、随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降、企画
競争を実施

24 （株）時事通信社
時事行財政モニターの受診
（一式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 8,442,000
小笠原諸島は本土から隔絶されており、導入までの時間等を考慮した場合、受信機器の設置済みである業者と引
き続き契約した方が有利である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

25
（株）スルッとＫＡＮ
ＳＡＩ

ポストペイ交通ＩＣカード
の即時発行に関する調査
（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月7日 8,127,000

（株）スルッとＫＡＮＳＡＩについては、ポストペイ方式のＩＣカードシステムを運用している交通事業者を取
りまとめている組織であり、我が国においては、同様の組織は他にない。また、同企業はＩＣカードシステムを
含む様々な交通システム、各種の決済システム、企業間ネットワークなどについて高度な専門的知識を有してお
り、幅広い視点から調査を行うことができる企業である。今回の調査には、同企業の有する公共交通機関の利便
性向上やＩＣカードシステムを含む交通システム等に関する専門的知識並びに公共交通事業者等との調整力等の
ノウハウを活用していくことが、 も効率的及び効果的な成果を生むものである。以上のことから、本業務を遂
行する上で必要かつ高度な知識・分析能力を有しているのは同企業をおいて他にないため、随意契約を締結する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

26 （株）大成出版社
平成１７年度版公共事業と
予算（６５３部）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月5日 2,285,500
当該書籍は、（株）大成出版社が出版しているため、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降、一般
競争入札に移行

27 （株）大成出版社
平成１７年度版公共事業の
決算と検査（５９２部）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月5日 2,012,800
当該書籍は、（株）大成出版社が出版しているため、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降、一般
競争入札に移行

28 （株）中電工
電気設備等改修業務（一
式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年8月26日 2,677,500

本業務は、合同庁舎３号館（以下「本館」という。）道路局執務室内のパーテーションにより区切られた空間に
おいて、執務室としての整備に必要となる電気設備等の改修を行うものである。業務については、日常の業務に
支障を及ぼさぬようにするため、休日の限られた時間内に実施されるとともに、実施後において、照明、スピー
カー、火災感知器等改修の対象となる設備が遅延なく確実に機能する必要があることから、本館の電気設備等の
現状に熟知している者により実施されることが必要不可欠である。（株）中電工は、本館の電気設備工事を施工
するとともに、近年の耐震改修、省庁再編に伴う設備改修等を実施した者であり、本館の電気設備等の現状を熟
知している唯一の者である。以上により、本業務を実施しうるのは同業者をおいていないため、随意契約を行う
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

29 （株）中電工
中央合同庁舎３号館洗面所
照明設備等交換（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成18年3月10日 11,991,000

照明設備の交換に当たっては、各階配線室に設置されている低圧電灯分電盤からの電源取りだし及び火災報知器
の移設を行う必要があることから、庁舎管理上既設設備を停止させることできず、又、人感センサを設置する箇
所においては、照明設備等の都合上変速配置されているため、これらを考慮し装置の選定及び設置を行うこと。
又、実施後において、照明等交換の対象となる設備が遅滞なく確実に機能する必要があることから、本館の電気
設備等の現状に熟知している者により実施されること、の条件をｒ全て満たすことが必要不可欠である。（株）
中電工は、本館の電気設備工事を施工するとともに、近年の耐震改修、省庁再編に伴う設備改修等を実施し、本
館の電気設備等の現状を熟知している唯一の者であるため、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

30 （株）東芝 発電設備点検整備（一式）
大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月1日 1,890,000

本点検整備は、発電システム全体の総合的な点検整備を行うものであるとともに、高圧電気設備を扱う非常に危
険な作業を伴う業務であり、発電設備全体の系統、機能及び設備内容等を熟知し、構成機器の精密な点検を行う
ための管理値等に精通していることが不可欠である。又、発電設備は各メーカーにより独自に開発されたもので
上記の技術要件についても各メーカーのノウハウにより管理されている。よって、本設備の設計、製作、納入業
者であるとともに設備全体の系統、機能、システム内容及び管理値等を熟知しており、本点検整備に万全を期す
るため、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降、一般
競争入札に移行
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31 （株）東芝
衛星通信地球局装置修繕
（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月21日 15,435,000

本件は本省内に設置された、衛星通信地球局装置の修繕を行うものである。衛星通信地球局装置は、国内におけ
る地震・水害等の大規模災害時に、災害の影響を受けることなく、災害対策本部と被災現場間等に映像、電話と
いった臨時通信回線を構築するため、平成６年度に整備された装置で、平時には障害発生時の地上回線のバック
アップとして、映像、電話および各種データ通信に使用されている。今回、修繕を行う箇所は、冗長化が行われ
ている大電力増幅盤、変復調装置のうち片系であり、これら装置の故障により本装置の信頼性は大きく低下して
いる。さらに障害が発生した場合、国土交通本省の災害対応に著しい支障を来す事となるため、至急、修繕を行
う必要がある。本装置は、下記製造業者が独自に設計および製造したものであり、製造者以外の者が本装置の修
繕を行う事は、既設設備に影響を及ぼすおそれがあり修繕する事は著しく困難である。よって、本装置の修繕を
行う事が出来るのは下記業者のみであるので随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降、競争
入札若しくは公募を
実施

32 （株）東洋製作所
中央合同庁舎第３号館ガス
吸収冷暖房機点検保守（一
式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 18,270,630

（株）東洋製作所は、当庁舎のガス吸収冷暖房機の組立て据付・試運転調整並びに設置以来現在までの点検保守
を実施しており、機器特有のノウハウ及びデーターを唯一保有している業者である。また、当該機器製造メー
カーの指定する代理店であり、部品調達が容易であり、交換部品、運転調整マニュアル等も保有し、処理・保守
等は据付・設置業者である製造メーカー指定サービス代理店のみが直接取り扱っており、緊急を要する故障時の
修理にも迅速に対応できるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、公募
を実施

33 （株）トルネックス
空気清浄機のメンテナンス
（一式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 2,499,840
空気清浄機の製造元であり、消耗品等の部品を提供できる唯一の業者であるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、公募
を実施

34
（株）日刊建設工業新
聞社

日刊建設工業新聞の年間購
入（４３２部）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 3,855,600
日刊建設工業新聞については、唯一（株）日刊建設工業新聞社が販売等を行っているため、随意契約を締結する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

35
（株）日刊建設通信新
聞社

日刊建設通信新聞の年間購
入（３４８部）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 3,105,900
日刊建設通信新聞については、唯一（株）日刊建設通信新聞社が販売等を行っているため、随意契約を締結する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

36 （株）日通総合研究所
東アジアＳＣＭを支える物
流サービスの質の向上に関
する調査（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月10日 6,930,000

（株）日通総合研究所は、物流を基盤とした政策提言、社会・地域開発と総合物流システムの構築、国際物流へ
の対応等に関する調査・研究を主たる事業としており、物流に関する総合的、包括的な分析能力を有している。
中韓の物流動向に関しては、「日中間物流調査」（平成１５年度：（社）日本物流団体連合会）や「中国におけ
る物流をめぐる環境と物流の現状」（平成１４年度：（財）海事産業研究所）など、中国における物流環境に関
する調査・研究に幅広い実績があるほか、平成１６年度に、これらの知見をとりまとめた中国物流に係る法規制
や商習慣の概要について「中国物流の基礎知識」を編集・出版している。また韓国の物流環境の調査において
も、現地出身の専門スタッフを擁し、専門的な調査を継続的に実施しているところである。さらに、物流の評価
指標データの収集・整理に関しても、「総合的な物流政策の評価指標に関する調査」（平成１６年度：国土交通
省）の実績を有するなど高い知見を有している。加えて、日本物流学会の事務局を務めるなど、我が国における
物流関連の学術界・産業界との結びつきが強く、本調査に不可欠な 新の物流市場に精通していることから、本
調査を効率的かつ効果的に実施できる唯一の機関であると判断されるため、随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降、企画
競争を実施

37 （株）日立製作所
水文観測データ収集装置集
約中継処理部改造（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月22日 14,700,000

本処理部は、河川管理を行う上で必要な水位、雨量、ダム諸量、水質等の水文データを収集処理する「水文観測
データ収集装置」に道路雨量情報、気象庁アメダス雨量情報を収集、処理する「集約中継機能」として追加され
ているものであり、気象庁などの関係機関と相互間でデータ通信を行うことにより「国土交通省　防災情報提供
センター」等のインターネットを利用した防災情報の提供及び防災意識の向上に役立てているものである。本件
は、地方単位の水文データを処理する収集システムが、「統一河川情報システム」と呼ばれる共通システムに統
合された事に伴う、データ取得源システムの切り替え作業並びに防災情報提供センター等を経由した高潮・津波
関係の情報提供にあたり国土交通省が保有する海岸データの提供、及び気象庁が保有する津波・高潮データとの
相互連携を行う為のデータ交換、変換処理機能の追加を行うものである。本改造は、既設集約中継処理部のデー
タ入出力処理及び変換処理、配信処理等に機能追加を伴うものであり、既設処理部との一体的な構築及び機能の
連接性が認められる事から、1.　関係機関との各種気象データ交換に対する電文構成を把握していること。　2.
集約中継機能に関する処理構成を把握していること。　3.　集約中継処理部のソースコード内部の構成を熟知し
ていること。　4.　集約中継処理部のソースコードの改造を効率かつ、信頼性を確保しつつ実施できること。
以上の項目が全て達成される必要がある。既設装置の各種機能は、製造業者が独自に設計、製造したものであ
り、既設機能等を調達相手方以外から調達した場合、効率性、信頼性等の観点から、その作業に膨大な時間と要
員が必要となり、装置の正常な運用に著しい支障が生じる恐れがある。以上のことから、本装置の製造業者であ
る下記業者を業務の実施が可能な唯一の者と判断し、随意契約を締結するものである。（会計法第29条の3第4
項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降、競争
入札若しくは公募を
実施

38 （株）保健同人社 健康相談業務委託（一式）
川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 4,527,600
本業務を実施するにあたっては、相談者と信頼関係を築くことが必要となるが、毎年業者が変わると継続的な
フォローアップが出来ず、相談者との信頼関係を築くことが不可能であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、競争
入札若しくは企画競
争に移行
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39 （株）三菱総合研究所

空間的応用一般均衡モデル
を用いた国際物流需要及び
産業立地の変化に関する調
査（一式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月28日 14,973,000

本調査の実施にあたっては、貿易・物流動向及び産業立地に関する高度な知見を有することが求められる。加え
て、経済連携協定やインフラ整備、技術進歩などの将来シナリオを的確に数値化する技術、ＳＣＧＥモデル及び
産業ポテンシャルモデル等を用いて国際物流需要等の変化を的確に数理的に表現する技術、並びにこれらを用い
た政策評価手法に精通していることが必要である。（株）三菱総合研究所は、平成１６年度に国土交通政策研究
所が実施した「空間的応用一般均衡モデルを用いた貿易・物流構造の変化に関する調査」において、世界的な貿
易・物流動向を分析するためのＳＣＧＥモデルを構築するとともに、平成１６年度に国土交通政策研究所が実施
した「物流に係る輸送コストと経済活動との相互関係に関する基礎的研究」において、我が国の産業立地を主と
して輸送コストから説明するモデル（産業ポテンシャルモデル）を構築している。上記業者は、昨年度調査の実
績を有していることから、本業務で活用するＳＣＧＥモデル及び産業ポテンシャルモデルの構造を詳細に把握し
ており、これらのモデルを深化、適用して国際物流需要等の変化を的確に数理的に分析するノウハウも有してい
る。以上のノウハウは本業務の実施に不可欠であり、（株）三菱総合研究所は本業務を実施できる唯一の機関で
あることから、随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降、企画
競争を実施

40 （株）三菱総合研究所
効率的な社会資本整備に関
する調査（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月27日 15,624,000

本調査を執行するためには、社会資本整備に係る広範な知見を有していることが必要とされると同時に、地方債
制度、ＰＦＩ等の民間資金を活用した社会資本整備手法について、深い考察及び分析能力が必要となる。又、特
に参考となる先進事例を整理するためには、米国の社会資本整備制度についても広く通じていることが必要とな
る。（株）三菱総合研究所の活動範囲は経済・産業分野に限らず社会システムや地域政策、社会基盤政策などの
社会・公共分野等多岐にわたっており、これらの知見に基づく深い考察及び分析能力が期待できる。又、社会資
本の経済効果、地方債制度及びＰＦＩについて、中央官庁、地方自治体、特殊法人等様々な機関からの委託調査
を多数行っていることから、地方自治体等の様々な事例にも精通しているとともに、豊富な調査ノウハウと人的
ネットワークを有している。また、米国の社会資本整備関連制度についても、様々な機関からの委託調査やレ
ポートを多数出しており、豊富な調査ノウハウと人的ネットワークの活用が期待できる。また、本調査業務に関
連しては、平成１６年度に（株）三菱総合研究所に委託して（業務名：「事業目的別歳入債券の有効活用に関す
る調査」）、米国におけるレベニューボンドの事例調査、制度概要の整理等を行った。本調査業務は過年度成果
をもとに、米国におけるレベニューボンドの発行手順等を詳細に調査したうえで、これを我が国に導入しようと
した場合の課題を整理し、その解決策を明らかにするものであることから、その実施のためには過年度成果の内
容に精通していることが必要不可欠である。したがって、（株）三菱総合研究所は、本業務を専門的かつ高度な
レベルで効率的かつ総合的に遂行することのできる唯一の研究機関であるため、随意契約を締結するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

41 （株）三菱総合研究所
道路貨物運送事業の規制緩
和による経済効果に関する
調査（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月10日 5,491,500

本調査の実施にあたっては、道路貨物運送市場の動向に関する高度な知見を有するとともに、規制緩和など分析
対象となる各種政策シナリオを的確に数値化する技術、部分均衡分析及び一般均衡分析を用いて経済効果を的確
に数理的に表現する技術、並びにこれらを用いた政策評価手法に精通していることが必要である。（株）三菱総
合研究所は、交通分野における規制緩和の影響について豊富な調査実績を有しており、「航空ネットワーク拡充
の政策効果に関する調査」（平成１３年度）において、国内航空市場における規制緩和等の各種政策効果を部分
均衡モデル及び一般均衡モデルを適用し計測するなど、部分均衡モデル及び一般均衡モデルを用いた分析業務や
交通施策に関する政策評価システムにも精通している。上記業者は、平成１３年度調査の実績を有していること
から、本業務で活用するモデルの構造を詳細に把握しており、これらのモデルを改良、適用して規制緩和による
経済効果を的確に分析するノウハウも有している。以上のノウハウは本業務の実施に不可欠であり、（株）三菱
総合研究所は本業務を実施できる唯一の機関であることから、随意契約を締結するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

42 （株）三菱総合研究所
公共交通事業者等における
安全管理動向に関する調査
（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月14日 5,775,000

本調査を行うにあたっては、国内外の安全問題に精通するとともに、企業の安全管理体制に関する知識が要求さ
れる。（株）三菱総合研究所においては、国内外の安全問題の推移などに関する数多くの研究を先行して実施し
ているほか、公共交通分野を含む様々な公益事業分野の企業の安全管理システムの構築に関する作業を行ってお
り、各分野を横断的かつ、現場から経営までのあらゆる視点における調査の知見を有するのは同企業をおいて他
にない。その知見やノウハウは本調査に必要不可欠であり、本調査を効率的に遂行できるのは同企業をおいて他
にないため、随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降、企画
競争を実施

43
（株）よしもとトラベ
ルエンタテインメント

実測型気象情報システムに
関する調査（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月14日 2,971,500

本調査を行うにあたっては、コストや調査効率の視点から、連携することで効率的になると考えられる調査とは
連携することが適切であると考えられる。本年度、九州運輸局が「『着地』発信型観光地情報提供システムの構
築」として旅行者のニーズと実際に提供されている情報内容のミスマッチを解決することを目的に、発地の旅行
エージェントではなく、「着地（観光地側）」から観光の目的となるような情報を発信するサービスモデルにつ
いて調査を行っているところであり、合わせて気象情報等についても提供することにより本調査を行うことが
も効率的であるため、当該調査と連携して行うこととするものである。同調査は（株）よしもとトラベルエンタ
テインメントが請け負っており、同事業者が構築する「着地」発信型観光地情報提供システムに関する知識及び
技術を活用していくことが、 も効率的及び効果的な成果を生むものであると考えられるため、随意契約を締結
するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の
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44 （株）リコー
電子複写機の賃貸借、保守
及び消耗品の供給外（一
式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 17,539,991

本件について、賃貸借料金を低廉に抑えるとともに、当該賃貸借物件の機能に対する熟練度を踏まえ、一般競争
入札にて賃貸借契約した機種を再賃貸借又は再々賃貸借使用するものである。又、 も当機種に対する専門知識
を有し、故障時の保守管理体制が整備されている唯一の業者である。更に当機種を再賃貸借又は再々賃貸借使用
することにより環境負荷の低廉も可能である。よって他に競合するものはなく、随意契約するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、順
次、国庫債務負担行
為を活用した一般競
争入札を実施予定

単価
契約

45 （株）リコー
健康管理システム保守（一
式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 1,598,520
当該システムは当該業者が当省向けの専用ソフトウェアとして開発したものであり、その機能及び取り扱いに熟
知している上、不具合が生じた際の迅速な修理体制が確立されてので、他に競合するものはないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、公募
を実施

46
コニカミノルタビジネ
スソリューションズ
（株）

電子複写機外の賃貸借、保
守及び消耗品の供給（一
式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 2,341,477

本件について、賃貸借料金を低廉に抑えるとともに、当該賃貸借物件の機能に対する熟練度を踏まえ、一般競争
入札にて賃貸借契約した機種を再賃貸借又は再々賃貸借使用するものである。又、 も当機種に対する専門知識
を有し、故障時の保守管理体制が整備されている唯一の業者である。更に当機種を再賃貸借又は再々賃貸借使用
することにより環境負荷の低廉も可能である。よって他に競合するものはなく、随意契約するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、順
次、国庫債務負担行
為を活用した一般競
争入札を実施予定

単価
契約

47
（財）水と緑の惑星保
全機構

ＧＥＡ地球環境国際会議
「気候変動と水管理・食糧
安全保障・災害リスク管
理」及び「持続可能な開発
のための政策の選択」セッ
ション開催に係る支援業務
（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月3日 15,000,000

今回開催される国際会議は、ＧＥＡ（地球環境行動）の主催のもと、関係各省庁等との共催により「気候変動と
持続可能な開発への影響」をテーマとして、持続可能な発展のための政策の選択に向けた議論を行い、その成果
を国際社会に向けて発信し、国際機関・各国政府の取り組みやＮＧＯ活動を促進することを目的として開催され
るものである。本会議の運営主体は、ＧＥＡであり、各省庁等は、それぞれのテーマ毎に関係するセッション等
を共催するものであり、国土交通省は、「気候変動と水管理・食糧安全保障・災害リスク管理」及び「持続可能
な開発のための政策の選択」のテーマを部分担当することとしている。会議全体の運営を効率的且つ的確に進め
るためには、主体であるＧＥＡを中心として管理することが不可欠となっている。運営主体であるＧＥＡは、
（財）水と緑と惑星保全機構の一部門であり、地球環境保全活動の実践、普及啓発を事業目的として設立された
環境省所管の法人として、これまでも「地球環境賢人会議」「地球環境パートナーシップ世界会議」等数多くの
国際会議等の事業を実施してきた経験を有している。また、これまでも本会議にいたる過去の国際会議を開催
し、その運営・管理を実施してきた実績を有している。従って、本業務を実施できる者は、（財）水と緑の惑星
保全機構をおいて他になく、 も効率的且つ迅速な対応が期待できる。以上の理由により、契約の性質又は目的
が競争を許さないと判断されるので、（財）水と緑と惑星保全機構を本契約の相手方とし、随意契約を締結する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、公募
を実施

48 （財）労働衛生協会 健康診断（一式）
川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 19,228,733
過去からの記録が保管されていることにより、経年の結果を比較し健康管理に役立てることが可能である。ま
た、膨大な受診者の健診を遺漏なくこなすための人員等の確保が出来るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、一般
競争入札に移行

単価
契約

49 三洋電機（株）
生ごみ処理機点検保守（一
式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 1,039,500

本業務は、生ごみ処理機の部品交換及び機器の試運転調整等を伴うもので、かつ、生ごみ処理機は処理する生ご
みの内容及び処理槽内の発酵処理状況によって運用に支障をきたす物である。そのため、機器本体の内部構造に
精通し、機器の運用に精通している者が機器を取扱い及び指導・確認をする必要がある。（会計法第２９条の３
第４項）

問題があるもの
１９年度以降、公募
を実施

50 三和電子（株）
防災情報共有装置改造（一
式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月24日 15,684,900

防災情報共有装置は、災害初動時における情報収集活動の前提となる、関係職員の参集状況および情報通信設備
の被災（稼働）状況をすみやかに把握するため平成１６年度に整備したものである。防災情報共有装置は、デー
タベースサーバとＷｅｂサーバにより構成され、これらとネットワークを介して接続されたクライアントＰＣか
ら情報を登録、閲覧することで上記目的を達成するものである。本改造は整備後に発生した地震災害等における
運用結果に基づき、新たに整備が必要となった人材、機材データベース等の構築を図ると共に、操作性および利
便性の向上を目的として、既設ソフトウェアの改造を行うものである。本改造はソフトウェアの根幹にかかわる
改造であり、既設ソフトウェアに精通した下記業者でなければ、所定の機能を確保することは困難である。よっ
て、下記業者と随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降、競争
入札若しくは公募を
実施

51
（社）日本産業訓練協
会

カウンセラー養成講習会
（Ⅰ期）（一式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年6月13日 599,718
国土交通省独自の内部カウンセリング制度を円滑に実施するためには、本講習会未受講のカウンセラーが受講済
みのカウンセラーと同じ基礎的な技能等を 低限身に付ける必要があるが、毎回業者が変わると講習内容等の違
いにより、カウンセラーの技能等に格差が生るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、競争
入札若しくは企画競
争に移行

52
（社）日本産業訓練協
会

カウンセラー養成講習会
（Ⅱ期）（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年8月2日 599,718
国土交通省独自の内部カウンセリング制度を円滑に実施するためには、本講習会未受講のカウンセラーが受講済
みのカウンセラーと同じ基礎的な技能等を 低限身に付ける必要があるが、毎回業者が変わると講習内容等の違
いにより、カウンセラーの技能等に格差が生るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、競争
入札若しくは企画競
争に移行
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53
（社）日本産業訓練協
会

カウンセラー養成講習会
（Ⅲ期）（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月22日 599,718
国土交通省独自の内部カウンセリング制度を円滑に実施するためには、本講習会未受講のカウンセラーが受講済
みのカウンセラーと同じ基礎的な技能等を 低限身に付ける必要があるが、毎回業者が変わると講習内容等の違
いにより、カウンセラーの技能等に格差が生るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、競争
入札若しくは企画競
争に移行

54
（社）日本産業訓練協
会

カウンセラー養成講習会
（Ⅳ期）（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月10日 599,718
国土交通省独自の内部カウンセリング制度を円滑に実施するためには、本講習会未受講のカウンセラーが受講済
みのカウンセラーと同じ基礎的な技能等を 低限身に付ける必要があるが、毎回業者が変わると講習内容等の違
いにより、カウンセラーの技能等に格差が生るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、競争
入札若しくは企画競
争に移行

55
（社）日本産業訓練協
会

カウンセラー養成講習会
（Ⅴ期）（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月1日 599,718
国土交通省独自の内部カウンセリング制度を円滑に実施するためには、本講習会未受講のカウンセラーが受講済
みのカウンセラーと同じ基礎的な技能等を 低限身に付ける必要があるが、毎回業者が変わると講習内容等の違
いにより、カウンセラーの技能等に格差が生るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、競争
入札若しくは企画競
争に移行

56 新高輪プリンスホテル

２００５サステナブル建築
世界会議東京大会（ＳＢ０
５Ｔｏｋｙｏ）会場借り上
げ（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月16日 2,853,000

「サステナブル建築世界会議」は、持続可能な建築の実現や普及をめざす世界の研究者、実務家、企業、政府関
係者、学生等が参加・運営し、 新の知見や試み、事例等に関して情報交換を行う国際会議である。そのため開
催にあたっては、国際機関である、CIB（建築研究国際協議会）、iiSBE（国際サステナブル建築環境推進機構）
UNEP（国連環境計画）との共同開催としているとともに、実施運営にあたって、これらの機関のメンバーや海外
の有識者を構成員とするSB05Tokyo国際組織委員会SB05Tokyo日本組織委員会SB05Tokyo諮問委員会地域会議委員
会を設け、本年度に先だって、開催に向けた準備作業を鋭意実施しており、その過程において国際会議としての
必要な設備機器を有していること、海外からの参加者にとって交通の利便性が良いこと、1500名以上の収容がで
きる大会議場、また分科会のために当該大会議場を細かく割ることのできるフレキシブル性があること、参加者
の宿泊施設が整っていることという要件を踏まえ、新高輪プリンスホテルにおいて開催することについて、委員
会において本年度以前に既に決定されている経緯がある。以上のことから、新高輪プリンスホテルと随意契約を
締結するものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

57 新日本法規出版（株）
平成１８年版国土交通六法
（国土編）（２４４部）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月28日 1,291,248
当該書籍は、新日本法規出版（株）が出版しているため、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降、一般
競争入札に移行

58
セイコータイムシステ
ム（株）

出退情報表示システム保守
業務（一式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 17,007,753

本件は、中央合同庁舎第３号館及び２号館の一部に設置してある出退情報表示システムの保守点検を行うもの
で、本システムは独自の技術で設計、開発されたものであり、設計思想並びに工法等の違う他社ではシステムに
合致した保守点検は不可能である。また、本システムは本省内各幹部の登退庁状況をリアルタイムで表示するも
ので、故障・障害発生時には迅速な障害箇所の特定、部品の修繕・交換等の判断を行い対処する必要があるが、
このためには、システムの内容を熟知し、従来から継続的に点検・改修を担当していなければ困難である。よっ
て、本設備の設計、製作、改修及び点検保守までを一貫して行っている業者と随意契約を行い、本システムの機
能維持に万全を期するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、公募
を実施

59 東京サラヤ（株）
うがい器点検及びうがい液
の注入（一式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 2,883,220 うがい器の製造元であり、消耗品等の部品を提供できる唯一の業者であるため。（会計法第２９条の３第４号）
見直しの余地が
あり

１９年度以降、公募
を実施

単価
契約

60 個人タクシー協同組合
一般乗用旅客自動車供給
（一式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 43,704,450

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済性、利便
性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約する。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、企画
競争を実施

単価
契約

61 個人タクシー協同組合
一般乗用旅客自動車供給
（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月30日 66,204,669

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済性、利便
性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約する。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、企画
競争を実施

単価
契約

62 東京法令出版（株）
平成１８年版国土交通六法
（社会資本整備編）（４４
０部）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月28日 2,439,360
当該書籍は、東京法令出版（株）が出版しているため、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降、一般
競争入札に移行
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63 東京無線（株）
一般乗用旅客自動車供給
（一式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 1,120,890

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済性、利便
性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約する。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、企画
競争を実施

単価
契約

64 東芝エレベータ（株）
シーサイド勝どきエレベー
ター保守点検（一式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 1,107,540
設備仕様（制作・保守等を含め）が各メーカーによって異なり、一貫したシステムを確立している。人を運ぶと
いう内容のため、安全性、部品の供給等、非常時の対応が求められるため、メーカー直結の保守業者を選定。
（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地が
あり

１８年度以降、競争
入札に移行

65 中塚医院
健康診断に伴う２次検査
（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年8月5日 1,308,678
当該病院は交通の利便性が良く、検査結果のみならず、中塚氏は当省の健康管理医として委嘱しており、結果の
抽出から指導区分の決定までを迅速に行うことが出来るため。（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地が
あり

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

単価
契約

66 日本カルミック（株）
サニタイザー等の借入れ
（一式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 4,495,995

平成６年度より当庁舎のトイレの管理に関しては、日本カルミック㈱製の製品を設置し、男子・女子トイレの消
臭、男子トイレ小便器の消臭・排水管詰まりを防止し、衛生的で快適なトイレ環境を維持している。日本カル
ミック㈱製の製品は当事業者特許の製品であり、本製品のリース業者は日本国内で当事業社１社のみであるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、公募
を実施

67 日本電気（株）
国土交通本省ＣＡＭＳ－Ｆ
ＴＰサーバ保守等に関する
業務（一式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 6,615,000

ＣＡＭＳ－ＦＴＰサーバ等ＡＤＡＭＳ連携関連機器（データベース管理ソフト等を含む）は、インターフェイス
接続された財務省会計センター（以下「センター」という）の官庁会計事務データ通信システム（以下「ＡＤＡ
ＭＳ」という）と国土交通省各地方整備局（以下「各地整」という）の建設事業予算執行管理システム（以下
「ＣＡＭＳ」という）及び歳入徴収官システム（以下「ＣＲＭＳ」という）間で日々の金銭の支払い、収納情報
を中継しているものである。本業務は、当該機器の運用、保守管理及び障害復旧を実施するものであり、当該設
定を行った以外の業者が本システムの保守等を行うことは、現状の仕様・要件を提示したとしても、ＡＤＡＭＳ
及びＣＡＭＳ並びにＣＲＭＳの設定・調整の詳細を把握して迅速に障害に対応するのは困難であり、仮に障害等
が発生した場合には 悪の場合、支払いの遅延を招くことが危惧される。よって、インターフェイス接続の設
計、設定、調整を行った者であり、受注当初から迅速な障害復旧対応が可能な唯一の業者である日本電気（株）
と、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、公募
を実施

68 日本電気（株）
国土交通公益通報システム
作成その他作業（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月24日 1,785,000

本業務は、昨年開設された国土交通ホットラインステーションにおける相談等の事務処理システムを基本にし
て、国土交通公益通報システムの作成を行うものである。本システム作成は、本年４月１日に施行される公益通
報者保護法に速やかに対応する必要があること、その作業についても既存のＷＷＷサーバ、基幹サーバ群と密接
な関系を有すること、及びセキュリティ対策を万全に行う必要がある。又、一連の行政相談等のシステムの整備
のため、並行して官邸メール、Ｅ－ＧＯＶメールの効率的な集計・転送システムを作成する必要がある。これら
の業務は、既存システムとの調整を図りつつ、効率的に遂行することが必要であり、かつ障害が発生した場合に
は迅速に復旧する必要がある。なお、以外の者に発注した場合、既存システムとの連携が図れない。又、障害が
発生した場合の迅速な対応ができず、業務に多大な支障を来すおそれがある。よって、本システムの基幹となる
国土交通省ホームページ、国土交通ホットラインステーションシステムの設計、設定、調整を行った者であり、
既存システムとの調整を図ることができ、障害が発生した場合の復旧に迅速に行える唯一の者であるため、随意
契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

69 日本無線（株）
画像伝送路切替装置修繕
（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成18年3月7日 2,100,000

本件は本省内に設置された、画像伝送路切替装置の修繕を行うものである。画像伝送路切替装置は国内における
災害等発生時にリアルタイムで各地方整備局よりＣＣＴＶカメラ及びヘリコプターからの画像を収集し本省内で
災害対応に使用しているものである。今回、２台ある遠隔制御端末のうち１台が故障したため、執務室からの制
御が出来ず切替に時間を要する状況となっている。本装置は下記業者により独自に製作されたもので、今回の修
繕は遠隔操作端末の内部基板等の取替を行うものであり、下記業者以外の者が修繕を行うことは不可能である。
よって、下記業者と早急に随意契約を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降、競争
入札若しくは公募を
実施

70
ビクターアークス
（株）

非常放送設備点検整備（一
式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 1,500,450

本件は、合同庁舎３号館に設置してある非常放送設備の点検整備を行う者である。この非常放送設備は、ビク
ターアークス（株）が独自の技術で設計、開発された設備であり、設計思想及び工法等の違う他社では設備に合
致した点検は不可能である。又、点検結果のデータを基に劣化・障害箇所の特定、部品の修繕・交換等の判断を
行うためには、従来から継続的に点検を担当していなければ判断は困難である。よって、本設備の設計、製作、
改修及び点検保守までを一貫して行っている同社と随意契約を行う者である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、一般
競争入札に移行

71 日立キャピタル（株）
パーソナルコンピュータ
（日立フローラ３５０－本
部）外賃貸借（一式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 2,082,360
賃貸借料金をより低廉に抑えるため、前年度賃貸借契約した機種を引き続き再賃貸借使用するものであるので、
他に競合するものはないため。（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、順
次、国庫債務負担行
為を活用した一般競
争入札を実施予定



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

72 日立キャピタル（株）
歯科用ユニット賃貸借（一
式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 1,067,220
平成１４年９月に一般競争により賃貸借契約した当該業者より継続して賃貸借使用することにより、賃貸借価格
を 低限に抑えることができ、他に競合するものはないため。（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地が
あり

２０年度以降、一般
競争入札に移行

73
日立ソフトウェアエン
ジニアリング（株）

パーソナルコンピュータ
（日立フローラ３５０－本
部）外保守（一式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 1,158,150
当該機器のソフトウェアを当省向けの専用ソフトとして開発したものであり、開発した当該業者以外での保守は
不可能であるため。（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、公募
を実施

74 富士ゼロックス（株）
電子複写機の賃貸借、保守
及び消耗品の供給外（一
式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 14,837,464

本件について、賃貸借料金を低廉に抑えるとともに、当該賃貸借物件の機能に対する熟練度を踏まえ、一般競争
入札にて賃貸借契約した機種を再賃貸借又は再々賃貸借使用するものである。又、 も当機種に対する専門知識
を有し、故障時の保守管理体制が整備されている唯一の業者である。更に当機種を再賃貸借又は再々賃貸借使用
することにより環境負荷の低廉も可能である。よって他に競合するものはなく、随意契約するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、順
次、国庫債務負担行
為を活用した一般競
争入札を実施予定

単価
契約

75 富士通（株）
予算編成支援システム用小
型電子計算機賃貸借（一
式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 1,810,872

平成１５年度において、予算編成事務作業の増大及び既導入端末の陳腐化に伴い、大臣官房官庁営繕部管理課外
５箇所に対し、新旧端末の交換及び賃貸借を行ったが、平成１７年度においても、事務の連続性及び円滑化を図
るため引き続き同様の賃貸借を行う必要がある。本調達を行う上で欠かすことのできない条件が、予算編成支援
システムの独自のネットワークとのインターフェイスを確保し、予算業務に支障をきたさない性能を、端末が保
持している必要がある。本条件を満たすことのできる者は、財務省との契約の下、予算編成支援システムを設
計、構築及びサポート等業務を行ってきた富士通（株）以外にない。仮に、富士通（株）以外の者より端末を調
達した場合、予算編成支援システムとの連携が図れない等、予算業務を遂行する上で、多大なる支障をきたすお
それがある。よって、富士通（株）と随意契約を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、公募
を実施

76 富士通（株）
マルチキャスト制御装置高
速通信部改造（一式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月22日 1,155,000

国土交通本省のマルチキャスト制御装置高速通信部は、平成15年度製造の波長多重伝送装置に付属する制御装置
として導入を行い、映像情報を中心とした大容量データ通信の他に気象観測データなど国土防災行政に必要な防
災情報通信を行っている。本業務は、省内組織変更に伴うネットワーク構成の変更や関係機関向けネットワーク
の切替えに伴う制御装置の設定変更作業を実施するものである。業務にあたり、本装置内部の設定情報を変更す
るものであるが、設定情報にはセキュリティ設定、パスワード、アドレス等の極めて重要な情報を含むものであ
り、これら非公開である情報の改変を伴う業務を行うには、効率性、信頼性等の観点から、ネットワーク設計か
ら装置導入まで一貫して実施した者が業務を実施する必要がある。　他の者が実施した場合、その作業に膨大な
時間と要員が必要となり、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがある為、本装置が担う防災通信機能等を詳細
に熟知し、装置を導入した下記業者意外に業務を実施することは出来ない。以上のことから、下記業者は本業務
を行える唯一の者であると判断し、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降、競争
入札若しくは公募を
実施

77
藤ビルメンテナンス
（株）

ごみ処理等業務（一式）
川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 4,994,325

ごみ処理等業務（単価契約）については、開札の結果、 低入札者の価が調査基準額を下回ったため、予算決算
及び会計令第８６条の１項の規定に基づき、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあるかどうかに
ついて、調査を行うこととなった。　しかし、本業務が中央合同庁舎第３号館等のごみ処理であり、低入札の調
査期間中にごみ処理等が行われない空白期間を生じさせた場合、その間業務に支障を生じさせることとなる。そ
のため、業務を継続して実施するためには、引き続き業務が継続でき、業務を熟知している、前年度の契約業者
と緊急的に随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降におい
て、当該事務・事業
の委託等を行わない
もの（１８年度以
降、一般競争入札の
結果、低入札であっ
ても、継続して業務
が実施可能とするた
めに、入札時期を大
幅に前倒しし、低入
札の調査期間を確実
に確保）

単価
契約

78
丸の内新聞事業協同組
合

朝日新聞外の購入（一式）
川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 34,529,330
朝日新聞外の購入については、納入場所である国土交通本省の所在地（千代田区霞ヶ関）において、丸の内新聞
事業協同組合が唯一販売等を行っている業者である。よって唯一の相手方である上記組合と随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

79
三井物産エアロスペー
ス（株）

ヘリコプター（ベル式４１
２ＥＰ型）用補用部品（一
式）

大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月1日 74,970,000
ベル式ヘリコプター用の補用部品の調達にあたり当該相手方がベル社の唯一の総輸入代理店であるため。（会計
法第２９条の３第４項、政府調達に関する協定第１５条１（ｄ）、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を
定める政令第１３条第１項第２号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

80 （有）井上三正社 時間外軽印刷（一式）
大久保　仁
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年8月5日 4,557,900

本件は、予算関係資料の印刷物の中で、概算要求、予算編成に必要な各種部会資料等の特に発注から納期まで時
間的余裕がなく、かつ印刷製本内容、部数等納品に関して絶対的に正確性を求められるものである。本業務を実
施するためには、上記のように短時間のうちに正確な納入を行える者でなければならないがそのためには同時期
に発注される各種の印刷物の構成等、発注内容に熟知していることも必要である。更に、前年度以前から契約実
績があり業務の内容を熟知し、履行に関しても迅速かつ正確で本業務に求められる信頼性を有する唯一の者であ
るため、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降、一般
競争入札に移行

単価
契約



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

81 リコーリース（株）
健康管理システム賃貸借
（一式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 4,186,980
当該業者が開発したシステムであり、賃貸借を行っている唯一の業者であるため。（会計法第２９条の３第４
号）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、国庫
債務負担行為を活用
した公募を実施予定

82
菱洋インテリジェンス
（株）

国土交通ホットラインス
テーション（行政相談窓
口）関係補助業務（一式）

川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 6,348,980

本業務は、国土交通ホットラインステーション（行政相談窓口）の相談等の分類整理業務等の作業補助を行うも
のである。本業務の円滑な遂行に当たっては、業務の内容上、関係部局の把握、来訪者等への適切な接遇、デー
タ処理等を臨機応変かつ的確に行えることは勿論のこと、当該ステーションの運用等についても昨年来の経験を
踏まえて順次改善していくことを予定しており、改善に伴う混乱を 小限に抑える必要があり、ホットラインス
テーションのシステムへの熟知等が求められる。ホットラインステーションは、中央省庁にあっては他に例のな
いセクションであり、昨年、当該セクションで同種の業務を行っているのは、菱洋インテリジェンス（株）のみ
であり、本業務の内容に十分精通している業者は同社をおいて他にはない。よって、業務を実施しうる唯一の業
者であるため、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、一般
競争入札に移行

単価
契約

83 東京ガス（株） ガス需要契約
川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

－ 6,860,892 （会計法第２９条の３第４項） その他
随意契約によらざる
を得ないもの

84 日本郵政公社 郵便料
川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

－ 2,311,670 （会計法第２９条の３第４項） その他
随意契約によらざる
を得ないもの

85 東京都水道局 水道料金
川本　正一郎
大臣官房会計課
千代田区霞が関2-1-3

－ 4,421,789 （会計法第２９条の３第４項） その他
随意契約によらざる
を得ないもの

86
（株）ジェーシービー
東京都港区南青山５
－１－２２

ＥＴＣスルーカードＮの購
入

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 4,950,000

道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）の承認に基づいた当該業者の割引システム（ＥＴＣスルーカードＮ）
は、他のクレジット会社と類似しているが、当該業者のカードは年会費が免除されること等、他社に比べ有利
である。現在当省公用車にすべて搭載し、利用しており、他省庁においても同様の割引システムの実績がある
ことから信用度も高い。また、ｎ型の請求書発行方式と言うことで、車両単位で明細が作成され、かつ、組織単
位での請求が可能であることから、カードを管理する上でも有利なものになっていることから、契約の性質また
は目的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（１
８年度から企画競争
を実施）

87

未来情報開発（株）
東京都千代田区神田
須田町1-10神田オー
エヌビル

人事情報処理システムソ
フトウェア保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 7,560,000
当該システムの製造業者にシステムの保守を実施させる事が合理的であり、契約の性質又は目的が競争を
許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年
度以降に公募手続
を行う）

88
（株）霞ヶ関情報セン
ター        東京都港区
虎ノ門１－２２－１３

人事管理支援システム
サーバ賃貸借及び保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 3,937,248
当初、一般競争入札により落札された当該機器等を前年度に引き続き使用するものであり、契約の性質又は
目的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年
度以降に公募手続
を行う）

89
富士通（株）
東京都港区東新橋１
－５－２

人事情報システム賃貸借
等（年度契約）

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 3,269,359
 契約業者は当該システムを開発、納入を行っている者であり、機器の内部構造に精通している唯一無二の者
であることから、本業務の遂行条件に適した者は他に存在しないことから、契約の性質又は目的が競争を許さ
ない場合に該当するため。（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年
度以降に公募手続
を行う）

90
（株）内田洋行情報
東京都江東区潮見２
－９－１５

給与・厚生システム保守
（年度契約）

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 2,772,000
当該システムの製造業者にシステムの保守を実施させる事が合理的であり、契約の性質又は目的が競争を
許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年
度以降に公募手続
を行う）
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91
富士通（株）
東京都港区東新橋１
－５－２

人事管理システム保守（年
度契約）

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 1,833,300
当該システムの製造業者にシステムの保守を実施させる事
が合理的であり、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度
以降に公募手続を行
う）

92
（株）サイエンティア
宮城県仙台市泉区寺
岡２－２０－１３

人事管理支援システム保
守（年度契約）

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 1,653,750
 当該システムの製造業者にシステムの保守を実施させる事
が合理的であり、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度
以降に公募手続を行
う）

93
富士ゼロックス（株）
東京都港区六本木3-
1-1

自動印刷・製本システム保
守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 22,380,731

富士ゼロックス（株）との間で締結している保守業務について
は、保守技術や保守サービスマニュアルを有しているのが当
該業者のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札へ移行（
単価契約
＠25,252.5
円／月ほか

94
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋2-
15-12

自動印刷・製本システム賃
貸借

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 10,972,836

日立キャピタル（株）との間で締結している賃貸借業務につい
ては、当初、一般競争入札により落札された当該機器等を前
年度に引き続き使用するものであり、競争を許さないため。
（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札へ移行（２
０年度より国庫債務
を活用

95

（株）日本ケーブルテ
レビジョン
東京都渋谷区神宮前
1-3-10

衛星放送番組ＣＮＮの映
像情報提供

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 3,780,000
（株）日本ケーブルテレビジョンとの間で締結している映像情
報提供業務については、国内唯一の提供業者が当該業者で
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条３の第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

96
（株）衛星チャンネル
東京都中央区築地5-
3-2朝日新聞新館

朝日ニューススターの視
聴

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 1,260,000

（株）衛星チャンネルとの間で締結している映像情報提供業
務については、国内唯一の提供業者が当該業者であり、制
作・製造元で、放映に関する詳細情報等の提供に も精通し
ており、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

97
（社）共同通信社
東京都港区東新橋１
－７－１

共同ニュース情報提供業
務

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 11,529,000
本サービスは、国内唯一の提供業者が当該業者であること
から、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当す
るため。（会計法第２９条３の第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

98
（株）時事通信社
東京都中央区銀座５
－１５－８

時事ゼネラルニュース情
報提供業務

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 8,442,000
本サービスは、国内唯一の提供業者が当該業者であり、契
約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため。
（会計法第２９条３の第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

99

日本アイ・ビー・エム
（株）              東京都
港区六本木三丁目２
番１２号

国土交通省サイト「らくらく
ウェブ散策」保守業務

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 1,155,000
当該システムの導入業者に保守を実施させる事が合理的で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当する
ため。（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度
以降に公募手続を行
う）
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100
（株）時事通信社
東京都中央区銀座５
－１５－８

「iJAMP」情報提供

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 21,042,000

本サービスは、国内唯一の提供業者が当該業者であること
から、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当す
るため。（会計法第２９条の３第４項及び国の物品等又は特
定役務の調達手続の特例を定める政令第１３条１項２号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

101
（財）ラヂオプレス
東京都新宿区若松町
３３－８

危機管理体制の強化のた
めの情報配信サービス整
備

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 7,898,436
本サービスは、国内唯一の提供業者が当該業者であること
から、性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

102
（株）電通
東京都港区東新橋１
－８－１

「一地域一観光魅力ネット
サイト」システムのサービ
ス提供

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 4,931,850

平成１５年度に、本システムの開発及びサービス提供にかか
る契約に関し、企画・制作・実施に関するコンペティションにお
いて、実施事業者として選定され、本システムの設計・構築・
更新及び運用・管理業務を行っているが、当該業者以外には
実施できる業者はなく、独自の技術的な理由により競争を許
さないことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合
に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

103
（株）フジヤ
東京都千代田区丸の
内３－５－１

ラ・フォル・ジュルネにおけ
るビジット・ジャパン・キャン
ペーンブース出展事業

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 2,992,500

当該イベントは、東京国際フォーラムと設営サービス業務の
包括的な委託契約を結んでいる（株）フジヤ以外との契約は
不可能であることから、契約の性質又は目的が競争を許さな
い場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

104
日本ユニシス（株）
東京都江東区豊洲１
－１－１

国土交通省オンライン申
請システム用サーバの賃
貸借及び保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 29,912,400

当初、一般競争入札で落札され、納入された当該機器等は
引き続き機能要件を充足していること等から、前年度に続き
使用し、かつ当該機器の納入業者に機器の保守等を実施さ
せることが合理的であり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行(20
年度以降順次、一般
競争入札を行い次年
度以降は、国庫債務
負担行為を活用し複
数年度契約を行う予
定)

105
日本ユニシス（株）
東京都江東区豊洲１
－１－１

国土交通省行政文書ファ
イル管理システムの保守
等に関する業務

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 15,925,686

日本ユニシス（株）との間で締結している国土交通省行政文
書ファイル管理システムの保守等に関する業務については、
当初、国土交通省向けにシステムの導入・各種設定を行い適
切に保守等を行ってきた当該業者に、引き続き業務を実施さ
せることが合理的でありであり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（２２
年度以降に一般競
争入札を行い、次年
度以降は国庫債務
負担行為を活用し、
複数年度契約を行
う。

106
住友電気工業（株）
東京都港区元赤坂１
－３－１２

国土交通本省ＬＡＮネット
ワーク機器のリモート監視
及び保守等に関する業務

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 15,629,250

住友電気工業（株）との間で締結している国土交通本省ＬＡＮ
ネットワーク機器のリモート監視及び保守等に関する業務に
ついては、当初国土交通省向けに各種設定を行った業者で、
引き続き本年度中のシステム再構築時まで本業務を効率的
かつ円滑・的確に実施できる唯一、 適な業者であり、競争
を許さないため。（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の



件数
契約の相手方の商号又
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点検の結果 講ずる措置 備考

107
協同リース（株）
東京都千代田区神田
駿河台２－９－１７

個別業務サーバ賃貸借及
び保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 15,239,700

協同リース（株）との間で締結している個別業務サーバの賃
貸借及び保守事業については、当初、一般競争入札で落札
され、納入された当該機器等は引き続き機能要件を充足して
いること等から、前年度に続き使用し、かつ当該機器の納入
業者に機器の保守等を実施させることが合理的であり、競争
を許さないため。（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（１９
年度以降に一般競
争入札を行い、次年
度以降は国庫債務
負担行為を活用し、
複数年度契約を行
う。

108
日本ユニシス（株）
東京都江東区豊洲１
－１－１

国土交通省イントラポータ
ルの保守等に関する業務

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 13,804,284

日本ユニシス（株）との間で締結している国土交通省イントラ
ポータルの保守等に関する業務については、当初、国土交通
省向けにシステムの導入・各種設定を行い適切に保守等を
行ってきた当該業者に、引き続き業務を実施させることが合
理的でありであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

109
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋2-
15-12

オンライン申請システムイ
ンタフェースサーバの賃貸
借及び保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 10,080,000

当初、一般競争入札で落札され、納入された当該機器等は
引き続き機能要件を充足していること等から、前年度に続き
使用し、かつ当該機器の納入業者に機器の保守等を実施さ
せることが合理的であり、競争を許さないため。（会計法第２
９条３の第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（20
年度以降順次、一般
競争入札を行い、次
年度以降は国庫債
務負担行為を活用し
複数年度契約を行
う。）

110

日立電線（株）
東京都千代田区外神
田４－１４－１　秋葉原
ＵＤＸ

国土交通本省ＬＡＮネット
ワーク機器（ＯＡ盤ハブ）の
保守等に関する業務

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 9,750,720

日立電線（株）との間で締結している国土交通本省ＬＡＮネッ
トワーク機器（ＯＡ盤ハブ）の保守等に関する業務について
は、当初国土交通省向けにシステムの導入・各種設定を行い
適切に保守等を行ってきた業者で、本業務を効率的かつ円
滑・的確に実施できる唯一の業者であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

111
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の
内３－４－１

省庁間電子文書交換シス
テムの賃貸借及び保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 7,791,840

日本電子計算機との間で締結している省庁間電子文書交換
システムの賃貸借及び保守業務については、当初、一般競
争入札で落札され、納入された当該機器等は引き続き機能
要件を充足していること等から、前年度に続き使用し、かつ当
該機器の納入業者に機器の保守等を実施させることが合理
的であり、競争を許さないため。（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（20
年度以降に一般競
争入札を行い次年度
以降は、国債債務負
担行為を活用し複数
年度契約を行う）

112

東芝情報システム
（株）              神奈川
県川崎市川崎区日進
町１－５３

建築着工統計調査システ
ムの運用・管理等業務

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 7,464,975

本システムの開発・各種設定を行い適切に運用管理等を行っ
てきた当該業者に、引き続き業務をさせることが合理的であ
り、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度
以降に公募手続きを
行う）
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113

エヌ・ティ・ティ・コミュ
ニケーションズ（株）
東京都千代田区内幸
町１－１－６

住民基本台帳ネットワーク
システム賃貸借及び保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 7,344,540

当初、一般競争入札で落札され、納入された当該機器等は
引き続き機能要件を充足していること等から、前年度に続き
使用し、かつ当該機器の納入業者に機器の保守等を実施さ
せることが合理的であり、競争を許さないため。（会計法第２
９条３の第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（20
年度以降に一般競
争入札を行い次年度
以降は、国債債務負
担行為を活用し複数
年度契約を行う）

114
富士通（株）
東京都港区東新橋１
－５－２

インターネットリアルタイム
監視業務

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 4,725,000

富士通（株）との間で締結しているインターネットリアルタイム
監視業務については、当初国土交通省向けに各種設定を
行った業者で、引き続き本年度中のシステム再構築時まで本
業務を効率的かつ円滑・的確に実施できる唯一、 適な業者
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

115

日本アイ・ビー・エム
（株）　         東京都港
区六本木三丁目２番１
２号

国土交通省白書等データ
ベースシステム及びクリア
リングシステム賃貸借及び
保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 4,563,636

日本アイ・ビー・エムとの間で締結している国土交通省白書等
データベースシステム及びクリアリングシステム賃貸借及び
保守業務については、 当初、一般競争入札で落札され、納
入された当該機器等は引き続き機能要件を充足していること
等から、前年度に続き使用し、かつ当該機器の納入業者に
機器の保守等を実施させることが合理的であり、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（20
年度以降に一般競
争入札を行い次年度
以降は、国債債務負
担行為を活用し複数
年度契約を行う）

116

センチュリー・リーシン
グ・システム（株）
東京都港区浜松町２
－４－１
世界貿易センタービル

自動車輸送統計集計サブ
システム賃貸借及び保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 997,668

当初、一般競争入札で落札され、納入された当該機器等を前
年度に引き続き使用し、かつ、当該機器の製造業者に機器
の保守を実施させる事が合理的であり、契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（20
年度に一般競争入
札を行い、次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
度契約を行う。）

117
富士ゼロックス（株）
東京都港区六本木３
丁目１番１号

電子複合機保守(富士ゼ
ロックスDC1250CPDA)

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 3,698,157
当該機器の製造業者に機器の保守を実施させる事が合理的
であり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当
するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

単価契約
@2.15円/枚
ほか

118
三井リース事業（株）
東京都中央区日本橋
１－４－１

国土交通本省グループ
ウェアシステムの増強機
器等賃貸借

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 3,675,420

三井リース事業（株）との間で締結している国土交通本省グ
ループウェアシステムの増強機器等賃貸借については、当
初、一般競争入札で落札され、納入された当該機器等は引き
続き機能要件を充足していること等から、前年度に続き当該
業者から賃貸借し使用することが合理的であり、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（20
年度以降に一般競
争入札を行い次年度
以降は、国債債務負
担行為を活用し複数
年度契約を行う）
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119

日本ユニシス（株）
東京都江東区豊洲１
－１－１
三井リース事業（株）
東京都中央区日本橋
１－４－１

ナレッジマネジメントシステ
ム賃貸借及び保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 3,465,000

当初、一般競争入札で落札され、納入された当該機器等を前
年度に引き続き使用し、かつ、当該機器の製造業者に機器
の保守を実施させる事が合理的であり、契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（20
年度に一般競争入
札を行い、次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
度契約を行う。）

120

日経メディアマーケ
ティング（株）
東京都千代田区大手
町１－９－５

ＮＥＥＤＳ－FinancialＱＵＥ
ＳＴの使用賃借

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 3,150,000
本サービスを提供できる者は当該業者が国内唯一の者であ
ることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該
当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（19年度
以降に公募手続きを
行う。）

121
（株）コーヨー
東京都新宿区四谷４
－３４－１

港湾統計情報管理システ
ム機器賃貸借及び保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 2,986,200
当初、一般競争入札により落札された当該機器等を前年度
に引き続き使用することから、契約の性質又は目的が競争を
許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年８
月３１日まで借用期
間終了まで）

122

日本ユニシス・サプラ
イ（株）       東京都世
田谷区桜新町２－１９
－５

国土交通省電子公文書作
成システムサーバ等賃貸
借及び保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 2,255,400

日本ユニシス・サプライ（株）との間で締結している国土交通
省電子公文書作成システムサーバ等賃貸借及び保守業務に
ついては、当初、一般競争入札で落札され、納入された当該
機器等は引き続き機能要件を充足していること等から、前年
度に続き使用し、かつ当該機器の納入業者に機器の保守等
を実施させることが合理的であり、競争を許さないため。（会
計法第２９条３の第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（１９
年度以降に一般競
争入札を行い、次年
度以降は国庫債務
負担行為を活用し、
複数年度契約を行
う。

123

エヌ・ティ・ティ・デー
タ・ソリューション（株）
東京都千代田区一ツ
橋１－１－１

国土交通省オンライン申
請システム個別業務サブ
システムサーバ等賃貸借
及び保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 2,173,500

当初、一般競争入札で落札され、納入された当該機器等は
引き続き機能要件を充足していること等から、前年度に続き
使用し、かつ当該機器の納入業者に機器の保守等を実施さ
せることが合理的であり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（１９
年度に一般競争入
札を行い次年度以降
は、国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

124
（株）ブレインテック
東京都品川区東五反
田１－７－６

国土交通省図書館システ
ム機器賃貸借及び保守等

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 1,936,620
当初、一般競争入札により落札された当該機器等を前年度
に引き続き使用することから、契約の性質又は目的が競争を
許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（１９
年度に一般競争入
札を行い次年度以降
は、国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

125
三井リース事業（株）
東京都中央区１－４－
１

統計調査データアーカイブ
用サーバ等賃貸借及び保
守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 1,825,860

当初、一般競争入札で落札され、納入された当該機器等を前
年度に引き続き使用し、かつ、当該機器の製造業者に機器
の保守を実施させる事が合理的であり契約の性質又は目的
が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（20
年度に一般競争入
札を行い、次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
度契約を行う。）
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契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

126

日本ユニシス・サプラ
イ（株）    東京都世田
谷区桜新町２－１９－
５

政策支援情報システム
サーバ等賃貸借及び保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 1,713,600

当初、一般競争入札で落札され、納入された当該機器等は
引き続き機能要件を充足していること等から、前年度に続き
使用し、かつ当該機器の納入業者に機器の保守等を実施さ
せることが合理的であり、競争を許さないため。（会計法第２
９条３の第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（20
年度以降に一般競
争入札を行い次年度
以降は、国債債務負
担行為を活用し複数
年度契約を行う）

127
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５
－２－１

光学式文字読取装置賃貸
借及び保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 1,597,680

当初、一般競争入札で落札され、納入された当該機器等を前
年度に引き続き使用し、かつ、当該機器の製造業者に機器
の保守を実施させる事が合理的であり、契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（２１
年度一般競争入札
を行い次年度以降
は、国庫債務負担行
為を活用し複数年度
契約を行う）

128

東芝パソコンシステム
（株）         千葉県千
葉市美浜区真砂５－２
０－７

コンピュータ機器賃貸借及
び保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 1,499,400
当該機器等については年度に引き続き使用することから、契
約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（19
年度一般競争入札
を行い次年度以降
は、国庫債務負担行
為を活用し複数年度
契約を行う）

129

東芝パソコンシステム
（株）         千葉県千
葉市美浜区真砂５－２
０－７

コンピュータ機器（電子申
請用サーバー）賃貸借及
び保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 1,351,980
当初、一般競争入札により落札された当該機器等を前年度
に引き続き使用することから、契約の性質又は目的が競争を
許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（20
年度一般競争入札
を行い次年度以降
は、国庫債務負担行
為を活用し複数年度
契約を行う）

130

エヌ・ティ・ティ・デー
タ・クリエイション（株）
東京都港区港南１－８
－１５
Ｗビル１５Ｆ

港湾統計情報管理システ
ム保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 1,281,000
当該システムの製造業者にシステムの保守を実施させる事
が合理的であり、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

131
三井リース事業（株）
東京都中央区日本橋
１－４－１

オンラインヘルプ用システ
ム機器等賃貸借及び保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 1,063,188

三井リース事業（株）との間で締結しているオンラインヘルプ
用システム機器等賃貸借及び保守に関する業務について
は、当初、一般競争入札で落札され、納入された当該機器等
は引き続き機能要件を充足していること等から、前年度に続
き当該業者から賃貸借し使用することが合理的であり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（20
年度以降に一般競
争入札を行い次年度
以降は、国債債務負
担行為を活用し複数
年度契約を行う）

132

センチュリー・リーシン
グ・システム（株）
東京都港区浜松町２
－４－１

国土交通本省行政情報
ネットワークシステム賃貸
借及び保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 403,423,404

センチュリー・リーシング・システム（株）との間で締結している
国土交通本省行政情報ネットワークシステム賃貸借及び保
守に関する業務については、当初、一般競争入札で落札さ
れ、納入された当該機器等は引き続き機能要件を充足してい
ること等から、前年度に続き当該業者から賃貸借し使用する
ことが合理的であり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（20
年度以降に一般競
争入札を行い次年度
以降は、国債債務負
担行為を活用し複数
年度契約を行う）



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
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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
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

133
（株）エヌ・ティ・ティ・
データ         東京都江
東区豊洲３－３－３

国土交通省オンライン申
請システムの運用管理及
び保守並びに習熟運用シ
ステムの賃貸借及び保守
外１件

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 336,819,352

当初、国土交通省向けにシステムの導入・各種設定を行い適
切に保守等を行ってきた上記業者に、引き続き業務を実施さ
せることが合理的であり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項及び国の物品等又は特定役務の調達手続の
特例を定める政令第１３条１項１号）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（19
年度以降に企画競
争を実施予定）

134
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－
１

国土交通本省行政情報
ネットワーク基幹サーバ・
中間セグメント保守及び統
合運用支援等に関する業
務

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 79,800,000

日本電気（株）との間で締結している国土交通本省行政情報
ネットワーク基幹サーバ・中間セグメント保守及び統合運用支
援等に関する業務については、当初国土交通省向けにシス
テムの導入・各種設定を行い適切に保守等を行ってきた業者
で、本業務を効率的かつ円滑・的確に実施できる唯一の業者
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項及び
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
第１３条１項２号）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（基幹サーバは平
成17年度機器更新
し、中間セグメント保
守及び統合運用支
援等のみ別途契約し
ているため、本契約
としては平成18年度
以降契約は行わな
い。）

135
日本ユニシス（株）
東京都江東区豊洲１
－１－１

国土交通省総合的文書管
理システムの保守等に関
する業務　外１件

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 48,450,660

日本ユニシスとの間で締結している国土交通省総合的文書
管理システムの保守等に関する業務については、国土交通
省向けにシステムの導入・各種設定を行い適切に保守等を
行ってきた当該業者に、引き続き業務を実施させることが合
理的であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項
及び国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める
政令第１３条１項２号）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（19
年度以降に企画競
争を実施予定）

136
日本ユニシス（株）
東京都江東区豊洲１
－１－１

国土交通省グループウェ
アシステムの保守等に関
する業務

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 21,943,950

日本ユニシス（株）との間で締結している国土交通省グルー
プウェアシステムの保守等に関する業務については、当初、
国土交通省向けにシステムの導入・各種設定を行い適切に
保守等を行ってきた当該業者に、本年度のシステムの再構
築時までは引き続き業務を実施させることが合理的であり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項及び国の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１３条
１項２号）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

137
富士通（株）
東京都港区東新橋１
－５－２

国土交通省行政情報シス
テム(建設行政ＷＡＮ関連)
の保守等に関する業務

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 16,170,000

富士通（株）との間で締結している国土交通省行政情報シス
テム（建設行政ＷＡＮ関連）の保守等に関する業務について
は、当初国土交通省向けにシステムの導入・各種設定を行い
適切に保守等を行ってきた業者で、本業務を効率的かつ円
滑・的確に実施できる唯一の業者であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項及び国の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令第１３条１項２号）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（19
年度以降に企画競
争を実施予定）
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138

エヌ・ティ・ティコムウェ
ア（株）          東京都
港区港南１－９－１
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２
－１５－１２

地方運輸局等行政情報
ネットワークシステム賃貸
借及び保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 260,532,392

エヌ・ティ・ティコムウェア（株）との間で締結している地方運輸
局等行政情報ネットワークシステム賃貸借及び保守に関する
業務については、当初、一般競争入札で落札され、納入され
た当該機器等は引き続き機能要件を充足していること等か
ら、前年度に続き当該業者から賃貸借し使用することが合理
的であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項及
び国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政
令第１３条１項２号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（20
年度以降に一般競
争入札を行い次年度
以降は、国債債務負
担行為を活用し複数
年度契約を行う）

139
富士ゼロックス（株）
東京都港区赤坂２丁
目１７番２２号

電子複写機保守
DC1010V（２台）　鉄道局

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 1,106,201

富士ゼロックス（株）との間で締結している「電子複写機保守
DC1010V（２台）　鉄道局」については、本件電子複写機が富
士ゼロックス（株）の製品であり、当該業者は本機種の構造等
に も精通している唯一の業者であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（１７
年６月から一般競争
入札に移行）

140
（社）共同通信社
東京都港区東新橋１
－７－１

ファクスだよりの放送契約

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 1,947,960

（社）共同通信社との間で締結しているファクスだよりの放送
契約については、洋上の船員に対して各種情報提供を行う
「船舶向けファクシミリ新聞」のサービスを提供できる者は、当
該業者が国内唯一の者であり、契約の性質又は目的が競争
を許さないため。（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（１９
年度以降一般競争
入札に移行）

141
富士通（株）
神奈川県川崎市中原
区上小田中４－１－１

海技資格制度事務処理シ
ステム運用支援サービス

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 5,745,600

富士通（株）との間で締結している海技資格制度事務処理シ
ステム運用支援サービスについては、本プログラムの動作環
境の互換性により、本プログラムを構築した当該業者以外に
は本業務を行うことができないという独自の技術的な理由が
あるところであり、契約の性質又は目的が競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（１９
年度に一般競争を行
い次年度以降は、国
庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う）

142
富士通（株）
神奈川県川崎市中原
区上小田中４－１－１

海技資格制度事務処理シ
ステム用サーバ等保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 2,514,204

富士通（株）との間で締結している海技資格制度事務処理シ
ステム用サーバ等保守については、当該機器の製造業者に
機器の保守を実施させる事が合理的であり、契約の性質又
は目的が競争を許さないため。（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（１９
年度に一般競争を行
い次年度以降は、国
庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う）

143
（合）海運経済新聞社
東京都中央区八丁堀
４－２－６今井ビル

定期刊行物購入（ジャパン
シッピングニュース）

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 2,116,800

（合）海運経済新聞社との間で締結している定期刊行物（ジャ
パンシッピングニュース）の購入については、出版元の当該
業者から直接購入しなければ調達できないところであり、契
約の性質又は目的が競争を許さないため。（会計法第２９条
３の第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度
以降に公募手続きを
行う）

144
（株）日本海事新聞社
東京都港区新橋５－１
９－２新橋森ビル

定期刊行物購入（日本海
事新聞）

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 1,795,500

（株）日本海事新聞社との間で締結している定期刊行物（日
本海事新聞）の購入については、出版元の当該業者からの
直接購入しなければ調達できないところであり、契約の性質
又は目的が競争を許さないため。（会計法第２９条３の第４
項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度
以降に公募手続きを
行う）



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

145

センチュリー・リーシン
グ・システム（株）
東京都港区浜松町２
－４－１

船舶職員及び小型船舶操
縦者法に基づく免許登録
等事務処理システム用ク
ライアントパソコン等賃貸
借及び保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 53,486,292

センチュリー・リーシング・システム（株）との間で締結している
船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく免許登録等事務処
理システム用クライアントパソコン等賃貸借及び保守につい
ては、当初、一般競争入札で落札され、納入された当該機器
等を前年度に引き続き使用し、かつ、当該機器の製造業者に
機器の保守を実施させる事が合理的であり、契約の性質又
は目的が競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項及
び国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政
令第１３条１項２号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（１９
年度に一般競争を行
い次年度以降は、国
庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う）

146

（株）霞ヶ関情報セン
ター
東京都港区虎ノ門１－
２２－１３

電子複写機賃貸借（保守、
機材等一式含む）

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 4,513,926

（株）霞ヶ関情報センターとの間で締結している電子複写機賃
貸借業務については、当初、一般競争入札で落札され、納入
された当該機器等を前年度に引き続き使用し、かつ、当該機
器の製造業者に機器の保守を実施させる事が合理的であ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

単価契約＠
17,220円/月
ほか

147

日本電気（株）
東京都港区芝５－７－
１
ＮＥＣリース（株）
東京都港区芝５－２９
－１１

平成１7年度港湾ＥＤＩシス
テム接続機器の賃貸借及
び保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 15,266,520

日本電気（株）及びＮＥＣリース（株）との間で締結している港
湾ＥＤＩシステム接続機器の賃貸借及び保守業務について
は、従前より存在している日本電気株式会社製のサーバーと
直接接続するため、他社製の機器を使用した場合、システム
全体の安定稼働に著しい支障が生じる恐れがあり、かつ、当
該機器の特殊性により、製造業者しか機器の保守を実施し
得ないことから、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項及び国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め
る政令第１３条１項２号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行
（現行機器のリース
期間満了となる２０
年度中に一般競争
入札を実施）

148
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２
－１５－１２

走査電子顕微鏡　賃貸借

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 8,402,940
当初、一般競争入札により落札された当該機器等を前年度
に引き続き使用することから、契約の性質又は目的が競争を
許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行(１８
年度から一般競争入
札に移行)

149
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２
－１５－１２

新型航空機対応ＤＦＤＲ解
析装置賃貸借

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 1,862,280
当初、一般競争入札により落札された当該機器等を前年度
に引き続き使用するため、契約の性質又は目的が競争を許
さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（１８
年度から一般競争入
札に移行)

150

日立計測器サービス
（株）
東京都新宿区四谷４
－２８－８

走査電子顕微鏡　保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 1,760,115
当初、一般競争入札により落札された当該機器等を前年度
に引き続き使用することから、契約の性質又は目的が競争を
許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行(１９
年度から一般競争入
札に移行)



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

151
アシストマイクロ（株
東京都中野区中央５
－８－１

航空・鉄道事故調査委員
会ホームページサーバ運
用支援業務

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 1,297,800

 本業務については、当該ホームページのプログラム・リンク
方法等が、当該業者の著作物によってセキュリティが保たれ
ており、当該ホームページを公開しながら本業務を安全かつ
迅速に行える業者は当該業者に限定されることから、契約の
性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度
以降に公募手続を行
う）

152
日本ユニシス（株）
東京都江東区豊洲１
丁目１番１号

船員労働委員会行政情報
ネットワークシステム保守

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 1,135,380

日本ユニシス（株）との間で締結している船員労働委員会行
政情報ネットワークシステム保守事業については、本システ
ムの動作環境の互換性により、本システムを構築した当該業
者以外には本業務を行うことができないという独自の技術的
な理由により、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度
以降に公募手続を行
う）

153
セコム（株）
東京都渋谷区神宮前
１－５－１

国土交通大学校柏研修セ
ンター機械警備請負

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 3,817,800

当該契約の実施に当たっては、当センターが研修施設という
特殊性を考慮し、また国の機関であることから、機密の保持
が図られる信頼と実績のある事業者でなければならない。上
記業者は財務省税関研修所をはじめ国等の機関において導
入実績があり、警備業界では唯一、機器の特許を有し、自社
での研究開発、生産、組み立てを行っている。また、誤作動・
故障等の保守体制についても２４時間対応可能であり、コスト
的にも自社製品を扱っていることから、低廉になっている。さ
らに柏市内に支社があり、非常時においても迅速な対応が可
能である。また、平成８年度に上記業者制の機器を導入し、
警備システムを構築してあるので、継続して使用する必要が
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度
以降に公募手続を行
う）

154
富士ゼロックス（株）
東京都港区六本木３
－１－１

カラー電子複合機賃貸借
２台（保守、機材等一式含
む）

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 22,741,997
当該機器等について前年度に引き続き使用することから、契
約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため。
（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（１９
年度以降に一般競
争入札に移行）

単価契約＠
10,500円/月
ほか

155
キヤノン販売（株）
東京都港区港南２－１
６－６

電子複写機賃貸借１０台
（保守，機材等一式含む）

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 20,568,409

当初、一般競争入札で落札され、納入された当該機器等を前
年度に引き続き使用し、かつ、当該機器の製造業者に機器
の保守を実施させる事が合理的であり、契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条３
の第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（１９
年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約＠
16,850円/月
ほか

156
（株）リコー
東京都大田区中馬込
１－３－６

電子複写機賃貸借５台（保
守，機材等一式含む）

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 11,717,484
当初、一般競争入札により落札された当該機器等を前年度
に引き続き使用することから、契約の性質又は目的が競争を
許さない場合に該当するため。（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（１９
年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約＠
29,400円/月
ほか

157

コニカミノルタビジネス
ソリューションズ（株）
東京都中央区日本橋
本町１－５－４

電子複合機賃貸借１２台
（保守，機材等一式含む）

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 7,638,918
当初、一般競争入札により落札された当該機器等を前年度
に引き続き使用することから、契約の性質又は目的が競争を
許さない場合に該当するため。（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（１９
年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約＠
21,525円/月
ほか



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
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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
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

158

コニカミノルタビジネス
ソリューションズ（株）
東京都中央区日本橋
本町１－５－４

電子複合機賃貸借８台（保
守，機材等一式含む）

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 5,003,080
当初、一般競争入札により落札された当該機器等を前年度
に引き続き使用することから、契約の性質又は目的が競争を
許さない場合に該当するため。（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（１９
年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約＠
21,525円/月
ほか

159
森永牛乳販売（株）
東京都千代田区霞ヶ
関２－１－３

ペットボトル（５００ｍｌ）及び
紙コップ

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 1,769,712 見積り競争で、予決令第９９条第３号による随意契約
見直しの余地あ
り

競争入札に移行（予
定数量によって一般
競争入札に移行もし
くは見積もり合わせ）

単価契約
@98円/本ほ
か

160

東京都個人タクシー協
同組合　　　　　　東京
都中野区弥生町５－６
－６

一般乗用旅客自動車供給

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 156,558,440

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であること
から競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制であり公示
によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」と
の理由により、「契約の性質又は目的が競争を許さない場
合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中心に営業
をする東京都個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対
応できないことが予想されることから経済性、利便性の面で
事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる
法人１０社も含めた１２社と契約する。（会計法第２９条３の第
４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（19
年度以降に企画競
争）

161
東京無線協同組合
東京都杉並区高円寺
北２－１－２０

一般乗用旅客自動車供給

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.1 6,681,530

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であること
から競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制であり公示
によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」と
の理由により、「契約の性質又は目的が競争を許さない場
合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中心に営業
をする東京都個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対
応できないことが予想されることから経済性、利便性の面で
事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる
法人１０社も含めた１２社と契約する。（会計法第２９条３の第
４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（19
年度以降に企画競
争）

162
（独）国立印刷局
東京都港区虎ノ門２－
２－４

平成１7年版観光白書印
刷・製本

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.4.22 9,785,309

　独立行政法人国立印刷局との間で締結している平成１7年
版観光白書印刷・製本については、本件の実施業者を選定
するため、企画競争を実施した結果、当該法人が選定された
ものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

163

（株）ティー・ビー・エ
ス・サービス
東京都港区赤坂２－５
－４

国際航空運送協会年次総
会へのビジット・ジャパン・
キャンペーンブース出展事
業

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.5.9 2,940,000

 当該イベントは国際航空運送協会年次総会の主催者である
日本航空インターナショナルと包括的な委託契約を結んでい
る当該業者以外の者との契約は不可能であることから、契約
の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

164
（株）ジェイ・アイ・シー
東京都品川区上大崎
２－２４－９

「国土交通Day」PRポス
ター作成

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.5.11 2,499,000

本業務については、ポスターの原画案についてのコンペティ
ションを実施した結果、上記業者が提出した原画案が も優
れた内容であると認められることから、契約の性質又は目的
が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（１７
年度に引き続き企画
競争を実施）

165
赤坂プリンスホテル
東京都千代田区紀尾
井町１－２

会議費について（平成１7
年度　春の勲章伝達式）

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.5.13 1,360,800

式典会場には衛生管理上の問題から外部より弁当などを持
ち込むことが禁止されており、式典会場の借上げと同一業者
である当該業者以外の者が行うことは不可能であることか
ら、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（１９
年度から一般競争入
札に移行)

166
（株）明祥
東京都江東区新大橋
１－８－７

「先輩からのメッセージ２０
０５」（採用パンフレット）の
デザイン・構成の企画

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.5.23 1,541,400

本件は、官庁訪問で当省を訪れた学生に対し、上記パンフ
レットを配布することを目的としており、本件の趣旨を踏まえ
て優れた企画を採用するため、コンペティションを実施した結
果、当該業者の企画が本件に合致し、かつ優れた内容であ
ると認められたことから、契約の性質又は目的が競争を許さ
ない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（１７
年度に引き続き企画
競争を実施）

167

Starr Seigle
Communications Inc.
1001 Bishop Street
American Savings
Bank Tower 19th
Floor Honolulu, Hawaii
96813 U.S.A

米国における新聞・雑誌等
によるビジット・ジャパン・
キャンペーンに関する広告
サービス企画等

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.6.1 100,000,000

本事業の実施業者を選定するため、企画コンペティションを
実施した結果、当該法人が選定されたことから、契約の性質
又は目的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

168

ＮＥＣネクサソリュー
ションズ（株）
東京都港区三田１－４
－２８

国家公務員共済組合法等
の運用指針改正に伴う人
事情報処理システム改修
請負

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.6.2 3,175,200

本件は、人事情報処理システムの既存プログラム及び蓄積さ
れたデータに影響を及ぼさずに作業を行うことが必要であり、
万が一にも支障をきたすようなことがあってはならないので、
当該システムを構築（製造）した当該業者以外には行うことが
できないことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１８年度
から公募手続を行
う）

169
（株）博報堂
東京都港区芝浦３－４
－１

台湾における新聞・雑誌等
によるビジット・ジャパン・
キャンペーンに関する広告
サービス企画等

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.6.9 70,000,000

本事業の実施業者を選定するため、企画コンペティションを
実施した結果、当該法人が選定されたことから、契約の性質
又は目的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

170
（独）国立印刷局
東京都港区虎ノ門２－
２－４

船員手帳印刷、カバーフィ
ルム作成

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.6.10 3,665,870

　独立行政法人国立印刷局との間で締結している船員手帳
印刷、カバーフィルム作成については、船員手帳は日本国旅
券（パスポート）機能を有する重要な公用書類であり、信頼性
確保の観点から完全なる同一仕様の製品が継続的に必要で
あることから、当該法人以外に実施できる者はなく、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

171

（株）マリナス開発
東京都港区三田３－１
３－１６三田４３ＭＴビ
ル

プレジャーボート安全利用
情報システムの実証実験
に関する調査

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.6.16 13,443,900

（株）マリナス開発との間で締結しているプレジャーボート安
全利用情報システムの実証実験に関する調査については、
平成16年度の国際ボートショーで展示したシステムデモ機の
仕様を基としたプロトタイプを作成し実験を行うものであり、当
該業者がそのプロトタイプを作成した唯一の業者であること
から、契約の性質又は目的が競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

172
富士通（株）
東京都港区東新橋１
－５－２

人事情報システムの印刷
機能改修等請負

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.7.1 15,381,166

当該業者は当該システムの開発・納入をした者であり、シス
テムに精通している唯一無二の者である。また、本OS及び開
発言語は選定業者独自のものであり、他社で改修を行うのは
不可能であることから、契約の性質又は目的が競争を許さな
い場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度
以降に公募手続を行
う）

173
（財）NHKインターナ
ショナル     東京都渋
谷区宇田川町７－１３

ビジット・ジャパン・キャン
ペーン・プロモーションＶＴ
Ｒ増刷

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.7.1 2,572,608

本事業については、ビジット・ジャパン・キャンペーンの一環と
して前年度作成したプロモーションＶＴＲを増刷するものであ
るが、当ビデオは当該法人が蓄積していた６万本以上のハイ
ビジョン番組のアーカイブのデータを利用して作成されてい
る。このため、使用されている映像の著作権は当該法人が所
有しており、第三者が複製を作成することが禁じられているこ
とから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当
するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

174
（株）日通総合研究所
東京都港区東新橋１
－９－３

自動車燃料消費量調査
第二次予備調査

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.7.1 15,170,000

本業務については、昨年度当該業者が実施した予備調査に
て検証されたサンプル抽出及び母集団推計等の算出方法を
用いて引き続き調査を行うことから、契約の性質又は目的が
競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

175

東京プリンスホテル
パークタワー
東京都港区芝公園４
－８－１

中国訪日団体観光ビザ発
給対象地域全土拡大記念
式典実施事業

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.7.11 6,387,360

今般、中国政府は訪日する際に各種イベントが実施するが、
いずれも当該ホテルにて実施し、かつ、当該ホテルに滞在す
ることとされている。本事業はこれらの各種イベントとともに、
日中合同行事の一つとして開催される日本側の歓迎式典で
あるため、行事としての一体性を明確にすること及び出席者
の確実な確保と中国側との連絡調整を円滑に行う必要があ
り、当該業者はこれらの条件を有する唯一の者であることか
ら契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

176
（社）日韓経済協会
東京都千代田区一番
町８

日韓青少年交流拡大事業

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.7.25 1,482,642

本業務については、（社）日韓経済協会が本事業を確実かつ
効率的に実施出来る体制及び日韓の人的交流、特に新時代
を担う若い人たちの相互交流の推進に関する専門的知識等
を有している唯一の者であることから、契約の性質又は目的
が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

177

（認）日本船舶輸出組
合
東京都港区虎ノ門１－
１５－１６

国際造船市場における新
造船需給動向調査

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.7.25 6,988,800

　認可法人日本船舶輸出組合との間で締結している国際造
船市場における新造船需給動向調査については、船舶の輸
出動向を含む世界全体の経済動向及び諸外国の海運・造船
事情等を詳細に把握するとともに、これら情報を幅広く収集す
る必要があり、また、過去に実施した関連調査の結果を勘案
し調査を行う必要がある。当該法人は、これらの条件を満た
す唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

178

（株）フェアフィールド
ジャパン
東京都港区浜松町二
丁目4番1号世界貿易
センタービル1217号室

船舶保険加入情報等デー
タベースに関するロイズ
データの購入

国土交通省大臣官房
会計課長
川本　正一郎
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.7.25 2,019,855

（株）フェアフィールドジャパンとの間で締結している船舶保険
加入情報等データベースに関するロイズデータの購入につい
ては、当該業者が国内唯一の提供業者であり、契約の性質
又は目的が競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度
以降に公募手続きを
行う）

179
滋賀県知事
滋賀県大津市京町４
－１－１

湖をつなぐ駅づくり検討調
査

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.8.9 6,200,350

滋賀県知事との間で締結している湖をつなぐ駅づくり検討調
査については、都市再生本部（本部長：内閣総理大臣）にお
いて決定した「全国都市再生のための緊急措置～稚内から
石垣まで～」（平成１４年４月８日）の一環として、平成１6年度
内に全国各地で展開される「先導的な都市再生活動」を、「全
国都市再生モデル調査」として支援するため、都市再生本部
は、平成１6年４月１日から対象となる都市再生活動を募集
し、６月２４日にモデル調査を選定したところである。「湖をつ
なぐ駅づくり検討調査」はモデル調査として選定されており、
今後、都市再生プロジェクト推進調査費（国費）を活用し、地
域で活動を展開して、その成果をとりまとめることとなってい
る。都市再生プロジェクト推進調査費については、モデル調
査対象の関係府省に配分されるが、募集要領において、モデ
ル調査の趣旨から原則として地方公共団体等への委託によ
り行うこととなっているところであり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

180

開発エンジニアリング
（株）
東京都台東区北上野
２丁目
６番４号

港湾調査集計システム機
能追加等

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.8.12 2,782,500

本業務は、本システム内の各機能間でデータに相違がないよ
う正確性・信頼性を保ちつつ作業を遂行するため、本システ
ムのデータの構成、特性、仕様等について熟知している必要
があるが、当該業者は、本システムの開発を行った者であ
り、システム全体の仕様、設定内容、システム構成及びデー
タ構成等はもとより、連携する各機能間のインターフェースに
関する知識を有している唯一の者であることから、契約の性
質又は目的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（19年度
以降に公募手続きを
行う。）

181
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－
１

平成１7年度航空事故調査
飛行航跡立体映像解析装
置整備

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.8.22 14,595,000

本解析装置の開発及び保守、ソフトウェアの開発に伴う動作
環境の互換性により、本装置を製造した当該業者以外では
実施することが出来ないことから、契約の性質又は目的が競
争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度以降実
施予定）



件数
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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
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

182

（株）アサツーディ・ケ
イ　　　　　　　　東京都
中央区築地１－１３－
１

平成１7年度中国における
ビジット・ジャパン・キャン
ペーンに関する新聞・雑
誌、テレビ等による広告
サービス企画等

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.8.29 89,999,805

本事業の取扱事業者を選定するため、優れた企画の採用を
目的としてコンペティションを実施した結果当該法人が選定さ
れたものであることから、契約の性質又は目的が競争を許さ
ない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

183
（独）統計センター
東京都新宿区若松町
１９－１

平成１7年度建設工事施工
統計調査のチェックリスト
審査業務等

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.8.29 2,983,365

　 独立行政法人統計センターとの間で締結している平成１7
年度建設工事施工統計調査のチェックリスト審査業務等につ
いては、統計法に基づく指定統計として国の重要な統計の一
つであり、長年にわたり同センターにおいて、チェックシステム
に基づくエラーデータの確認作業を含む調査票読み込みから
結果表作成までの一連の集計業務を実施している。
  また、本業務は、「今後の行政改革の方針」（平成16年12月
24日閣議決定）にて、「秘密の保護の観点等から民間機関へ
の委託がなじまない製表等の事務については、効率性等を
踏まえつつ、独立行政法人統計センター等に委託するものと
する。」と政府の方針により定められた、「民間機関への委託
がなじまない製表等の事務」に該当すものである。
   このことから同センターは、本業務を実施できる唯一の者
であり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当
するため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

184
（株）電通
東京都港区東新橋１
－８－１

平成17年度韓国における
新聞・雑誌等によるビジッ
ト・ジャパン・キャンペーン
に関する広告サービス企
画等

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.9.9 168,500,000

本事業の取扱事業者を選定するため、優れた企画の採用を
目的としてコンペティションを実施した結果当該法人が選定さ
れたものであることから、契約の性質又は目的が競争を許さ
ない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

185
（株）博報堂
東京都港区芝浦３－４
－１

２００５年度快適通勤オフ
ピークキャンペーンＰＲポ
スター等

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.9.15 1,640,000
※厚生労働省との連名契約で、契約手続は厚生労働省が担
当（厚生労働省企画競争実施）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施
（平成１８年度から企
画競争を実施）

186
（株）博報堂
東京都港区芝浦３－４
－１

大相撲ラスベガス公演へ
のビジット・ジャパン・キャ
ンペーンブース出展事業

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.9.26 6,094,336

大相撲ラスベガス公演の運営等は当該業者が独占して受託
している。このため、当イベントに出展するにあたっては、当イ
ベントを運営している当該業者と契約を結ばなければ本事業
は遂行できない。以上により、当該業者は、本事業を効果的
に遂行できる能力を有している唯一の者であることから、契
約の性質または目的が競争を許さない場合に該当するた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

187
（株）プランドゥ・ジャパ
ン　　　　　　　東京都
港区芝大門２－３－６

香港における新聞・テレビ
等によるビジット・ジャパ
ン・キャンペーンに関する
広告サービス企画等

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.9.30 30,289,000

本業務の取扱業者を選定するため、優れた企画の採用を目
的としてコンペティションを実施した結果当該業者が選定され
たのもであることから、契約の性質又は目的が競争を許さな
い場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

188

東京都個人タクシー協
同組合　　　　　東京都
中野区弥生町５－６－
６

一般乗用旅客自動車供給

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.9.30 106,358,340

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であること
から競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制であり公示
によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」と
の理由から、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」
に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中心に営業をす
る東京都個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応で
きないことが予想されることから経済性、利便性の面で事務
処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人
１０社も含めた１２社と契約する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（19
年度以降に企画競
争）

189
東京無線協同組合
東京都杉並区高円寺
北２－１－２０

一般乗用旅客自動車供給

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.9.30 103,562,660

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であること
から競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制であり公示
によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」と
の理由から、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」
に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中心に営業をす
る東京都個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応で
きないことが予想されることから経済性、利便性の面で事務
処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人
１０社も含めた１２社と契約する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（19
年度以降に企画競
争）

190
東京四社営業委員会
東京都中央区日本橋
兜町１２－１

一般乗用旅客自動車供給

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.9.30 1,049,400

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であること
から競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制であり公示
によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」と
の理由から、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」
に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中心に営業をす
る東京都個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応で
きないことが予想されることから経済性、利便性の面で事務
処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人
１０社も含めた１２社と契約する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（19
年度以降に企画競
争）

191
東京四社営業委員会
東京都中央区日本橋
兜町１２－１

福知山線列車脱線事故の
現場付近クロッシングにお
ける車輪とレールの高密
度・高精細映像の撮影

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.10.6 3,080,648

本業務を実施するにあたっては、車輪とレールの高密度・高
精細映像の撮影を実施するために高度な専門的技術が必要
となる。
当該業者は、鉄道関係の工事記録映像、新幹線の騒音振動
対策記録、浮上式鉄道実験車両の脚上げシーンの撮影等の
豊富な実績を有するとともに、鉄道車両床下における高速走
行時の映像を高精細に撮影可能な高度な映像撮影技術を有
している唯一の者であることから、契約の性質又は目的が競
争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

192
日本音響研究所
東京都渋谷区富ケ谷
１－３８－７

福知山線列車脱線事故の
列車無線交信記録の背景
音の分析

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.10.6 1,962,540

本業務を行うにあたっては、音声・音響分析技術に精通し、
特に断片的な音声・音響データ等に関し、豊富な調査経験・
実績が必要である。当該業者は、事件・事故を含め多くの音
声・音響分析、鑑定に携わってきた実績を有している。また、
そのような高い技術力及び豊富なノウハウから、各裁判所、
検察庁、警察庁、警視庁等から重大な事件、事故の音声・音
響分析、鑑定を多く受託してきた実績を有しており、本業務を
実施できる唯一の者であることから、契約の性質又は目的が
競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

193

（有）アルファーアビ
エィション
東京都港区三田３－５
－２１

ＪＡ７６７０（ヒューズ式２６９
Ｃ型）に係るエンジンの分
解調査

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.10.7 1,241,100

本業務の実施にあたっては、当該エンジンについて広範な知
識と種々の資料や情報等の収集能力を有する必要がある。
当該業者は、エンジンの分析調査等の国内における唯一の
整備事業者であることから、契約の性質又は目的が競争を
許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

194
（株）エヌ・ティ・ティ・
データ         東京都江
東区豊洲３－３－３

ＪＲＥバージョンアップに伴
う国土交通省オンライン申
請システムの改修

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.10.11 14,787,045

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結しているＪＲＥバー
ジョンアップに伴う国土交通省オンライン申請システムの改修
事業については、本システム（国土交通省オンライン申請シ
ステム）が２４時間毎日の運用を行っていることから、運用に
影響を及ぼさぬよう既存機能との親和性・互換性を考慮し、
影響範囲への調査も迅速かつ網羅的に実施し 適な対応策
を立案する必要がある。当該業者は、本システムを開発して
おり、今年度の運用管理及び保守も担当し、プログラム仕様
の詳細、システム構成、データ構成等及びシステムの全体構
成・機能を熟知し、かつ十分な技術的能力があることが認め
られ、本業務を円滑かつ効率的に実施できる唯一の者であ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

195

（株）オリエンタルコン
サルタンツ
東京都渋谷区渋谷１
丁目１６－１４

関東鉄道竜ヶ崎線活性化
検討調査業務

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.10.12 5,833,170

（株）オリエンタルコンサルタンツとの間で締結している「関東
鉄道竜ヶ崎線活性化検討調査業務」については、本調査を実
施するにあたって交通分野における知識・経験・ノウハウはも
とより、龍ヶ崎市の交通事情、都市構造の特徴や龍ヶ崎市が
平成２６年を計画目標とした龍ヶ崎市都市交通マスタープラン
の考え方・方針の熟知、策定中の龍ヶ崎市第５次総合計画と
の整合性を図るなどが重要な要素となるものであり、特に並
行して執行される龍ヶ崎市第５次総合計画とは、密接不可分
である。当該業者は、現在龍ヶ崎市第５次総合計画の策定業
務に携わっており、龍ヶ崎市の交通事情や都市構造の特徴
などをデータ等により把握・整理しており、また詳細に交通課
題全般にわたり熟知している唯一の者であることから競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
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＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

196
（株）電通
東京都港区東新橋１
－８－１

宝塚韓国公演におけるビ
ジット・ジャパン・キャン
ペーン広告宣伝事業

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.10.14 19,908,837

本事業は、現在韓国で実施中の広告サービスと十分な連携
を図りながら実施する必要がある。当該業者は、本年度韓国
における広告サービス実施業者としてコンペティションの結果
選定され、現在韓国で広告サービスを実施中であり、本事業
と連携を図った効果的な事業を実施することが可能である唯
一の者であることから、契約の性質又は目的が競争を許さな
い場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

197
（株）日通総合研究所
東京都港区東新橋１
－９－３

ダンプカーの交通事故対
策に係る調査研究

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.10.17 3,591,000

本業務については、当該業者が平成１１年度から継続して実
施しており、これまで得られた調査研究成果を活用しながら、
広く関係者が活用できる有効なダンプカー交通事故対策の資
料作成とする必要があることから、契約の性質又は目的が競
争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

198

（株）佐野環境都市計
画事務所
神奈川県横浜市中区
尾上町１－４関内ＳＴ
ビル８Ｆ

ＦＲＰ船リサイクルシステム
構築に係るシステム制度
化検討のための調査～他
ＦＲＰ製品等との併せ処理
による効率的・経済的な処
理に関する調査～

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.10.17 3,443,672

（株）佐野環境都市計画事務所との間で締結しているＦＲＰ船
リサイクルシステム構築に係るシステム制度化検討のための
調査については、これまでに蓄積されたデータを有効活用
し、データ連続性を保つ観点からデータベースシステム及び
検索システムを同一のものとする必要がある。当該業者は上
記検索システムを開発しており、これまで電子化してきたデー
タと併せて検索機能を使用できる唯一の者であり、契約の性
質又は目的が競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

199
（株）海事プレス社
東京都千代田区岩本
町２－１－１５

米国クルーズ会社キー
パーソン招請事業

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.10.19 16,373,571

本業務については、米国人クルーズ市場の動向を把握し、ま
た米国におけるクルーズ会社の現状・実態にも精通し、招請
すべき適切な人物を紹介できることが必要であるが、当該業
者は、従来より米国をはじめとする世界のクルーズ市場につ
いての動向を把握し、また米国クルーズ会社の役員とのネッ
トワークを有しているとともに、広告掲載予定の会社との連絡
調整は海事プレス社以外では困難なことから、契約の性質又
は目的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

200
（財）計量計画研究所
東京都新宿区市ヶ谷
本村町２番９号

羽田空港再拡張に伴う空
港アクセスの改善強化に
向けた整備方策に関する
調査

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.10.24 9,949,000
※財団法人運輸政策研究機構との連名契約で、契約手続は
財団法人運輸政策研究機構が担当

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

201

（社）港湾物流情報シ
ステム協会
東京都中央区八丁堀
４－７－６

港湾物流分野における情
報セキュリティ対策強化に
関する実態調査

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.10.25 9,000,000

　社団法人港湾物流情報システム協会との間で締結している
港湾物流分野における情報セキュリティ対策強化に関する実
態調査については、具体的なセキュリティ対策取組状況、手
法等現状を把握する調査であるが、これらセキュリティ関係
情報は、そのまま企業戦略にかかわる情報であるため、信頼
性のある立場の港湾物流情報システム協会が行うことにより
会員事業者の協力も得られることから、効率よく迅速に実施
できる唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

202

ＮＥＣネクサソリュー
ションズ（株）
東京都港区三田１－４
－２８

診療費一部負担金給与控
除に伴う人事情報処理シ
ステム改修請負

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.11.1 1,304,100

本業務の実施にあたっては、システム上で支障をきたすこと
が許されないシステムであるためプログラム内容に精通して
いることが必要である。当該業者は、人事情報処理システム
を開発・納入した業者であり、著作権を有しており、プグラム
の改修についてもその権利を侵害することは認められない。
また、システム開発から現在までのプログラム改修を手が
け、プログラム内容に精通している唯一の者であることから、
契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１８年度
から公募手続を行
う）

203
（財）日本システム開
発研究所    東京都新
宿区富久町１６－５

沿岸域総合管理の地域展
開に係る課題の調査検討

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.11.1 5,953,500

（財）日本システム開発研究所との間で締結している沿岸域
総合管理の地域展開に係る課題の調査検討については、沿
岸域は、自然環境、各種産業、各種開発に係る広範な工学・
技術というように多岐にわたって非常に学際的な問題を有
し、極めて特異な分野であり、本調査については、このような
分野に精通していることが必要不可欠であるが、当該法人
は、沿岸域における政策に関する調査研究についても豊富な
受託実績を有し、また、産学官の専門家が集まり学際的な見
地から沿岸域のあり方を考える「日本沿岸域学会」の事務局
を長年務めており、海外の情報を含め、沿岸域にかかわる幅
広い分野の 先端の研究成果を容易に収集できるとともに、
産学官の専門家のネットワークを有し、本調査を効率的かつ
効果的に実施することのできる唯一の者であり、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札若しくは企
画競争に移行。

204
（財）ラヂオプレス
東京都新宿区若松町
３３－８

ロシアにおけるテロへの対
応状況に関する調査

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.11.1 2,979,900

本業務については、ロシアの内外動向、人事動静等について
深い知見を有していることが必要不可欠であるが、当該法人
は、ロシアに関する専門的刊行物を発行しているなど、ロシア
の情勢に関する長年の経験とデータベース化された情報を有
している唯一の者であることから、契約の性質又は目的が競
争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

205

（株）ADKインターナ
ショナル　　　　　　　東
京都中央区築地１－１
３－１

英・独・仏・豪におけるテレ
ビ等によるビジット・ジャパ
ン・キャンペーンに関する
広告サービス企画事業

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.11.1 75,580,000

本事業の取扱業者を選定するため、優れた企画の採用を目
的としてコンペティションを実施した結果、当該業者が選定さ
れたものであることから、契約の性質又は目的が競争を許さ
ない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

206
（株）エヌ・ティ・ティ・
データ         東京都江
東区豊洲３－３－３

国土交通省電子申請シス
テム講習会実施支援業務

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.11.1 3,380,900

本業務の実施にあたっては、当該システムの構成や法令に
基づく様式、手続きの詳細等、当該システムの細部まで熟知
している必要がある。当該業者は、平成１１年度以降一貫し
て開発を担当しており、各種手続きの追加や変更等に伴う所
要のシステム作業を担当してきており、当該システムについ
て熟知している。また、当該説明会で主として海事代理士向
けに行う説明内容は、平成１６年に当該業者が様式開発した
手続きに基づいており、システム構成等の知識を背景とした
説明ができる唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条３の第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

207
赤坂プリンスホテル
東京都千代田区紀尾
井町１－２

会議費について（平成１7
年度秋の勲章伝達式）

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.11.4 1,320,900

式典会場には衛生管理上の問題から外部より弁当などを持
ち込むことが禁止されており、式典会場の借上げと同一業者
である当該業者以外の者が行うことは不可能であることか
ら、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（１８
年度から一般競争入
札に移行)

208
（株）三菱総合研究所
東京都千代田区大手
町２－３－６

交通安全政策におけるリ
スクマネジメントのあり方
に関する調査研究

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.11.4 4,467,750

本事業は、各省庁や都道府県が行う多岐にわたる交通安全
政策や法体系に精通し、地域特性やヒューマン・ファクター等
にも配慮された研究の経験・実績が必要不可欠である。当該
業者は、平成１４年度から本調査を継続して実施しており、こ
れまで得られたデータや知見等の調査研究成果を活用しな
がら、関係者が活用できる有効な交通安全政策におけるリス
クマネジメントのあり方についての資料を作成することのでき
る唯一の者であることから、契約の性質又は目的が競争を許
さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）。

209

（有）アルファーアビ
エィション
東京都港区三田３－５
－２１

ＧＫＩＲＫ（パイパー式Ｊ３Ｃ
－６５型）に係るエンジンの
分解調査

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.11.7 1,451,100

本業務の実施にあたっては、当該エンジンについて広範な知
識と種々の資料や情報等の収集能力を有する必要がある。
当該業者は、エンジンの分析調査等の国内における唯一の
整備事業者であることから、契約の性質又は目的が競争を
許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

210
（財）社会経済生産性
本部　　　　　東京都渋
谷区渋谷３－１－１

長期家族旅行促進・普及
のための調査事業

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.11.11 3,488,929

本事業は、「長期家族旅行国民推進会議」の報告書を踏ま
え、その後の普及状況の把握、進歩状況等を調査し、広く経
営者、労働者、教育関係者、観光関係者等に広報するため
実施するものである。当該法人は、「レジャー白書」をはじめ、
観光・レジャー分野に多くの実績を有し、家族の長期旅行の
普及・定着を推進するための新しいビジネスモデルの開発や
地域における受け皿環境の整備等についての調査実績を有
し、また、長期家族旅行モデルの地域の観光資源の発掘など
観光地域づくりにも参加し、受入地域プログラムの提案にも
精通している。さらに、「長期家族旅行国民推進会議」の事務
局を務め、休暇促進に係る政策にも長けている。このため、
本事業を実施する知識、経験、ノウハウを有する唯一の者で
あることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

211
（株）日測
東京都千代田区麹町
４－３

建設関係統計調査電子申
請個別システムのプログラ
ム変更業務

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.11.11 2,268,000

本業務の実施にあたっては、変更したプログラムを切り替え
る際に当該システムを停止させないことが不可欠な条件であ
り、また当該システムが国土交通省オンライン申請システム
と連携が図られていることから、本契約にあたり不特定の業
者に対して本業務の仕様書を明示することは、当該システム
及び国土交通省オンライン申請システムのセキュリティかつ
管理運営に重大な支障を及ぼす危険がある。当該業者は、
平成１５年度に当該システム及び国土交通省オンライン申請
システムとを連携する共通インターフェースシステムの開発
及び変更を実施しており、当該システムの内容の細部まで熟
知している唯一の者であることから、契約の性質又は目的が
競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施(18年度
から公募手続きを行
う）



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

212
（株）内田洋行情報
東京都江東区潮見２
－９－１５

給与・厚生システムの改良
業務（診療費控除対応に
伴うプログラムの改修）

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.11.14 1,785,000

本業務の実施にあたっては、システム上で支障をきたすこと
が許されないシステムであるため、プログラム内容に精通し、
かつ本改修の趣旨である国家公務員の給与や共済の運用
等に関する知識を有していることが必要である。当該業者
は、人事情報処理システムのサブシステムである給与・厚生
システムを開発・納入した業者であり、著作権を有しており、
プログラムの改修についてもその権利を侵害することは認め
られない。また、システム開発から現在までのプログラム改修
を手がけ、プログラム内容に精通しており、上記の知識も有し
ている唯一の者であることから、契約の性質又は目的が競争
を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１８年度
から公募手続を行
う）

213
（株）電通
東京都港区東新橋１
－８－１

平成１7年度国内における
ビジット・ジャパン・キャン
ペーンに関する新聞・雑誌
等による広告サービス企
画等

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.11.28 139,999,650

当該業務の取扱業者を選定するため、優れた企画の採用を
目的としてコンペティションを実施した結果当該業者が選定さ
れた者であることから、契約の性質又は目的が競争を許さな
い場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

214
（株）コングレ
東京都千代田区麹町
５－１

国際交通セキュリティ大臣
会合に関する準備・運営
業務

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.11.30 65,399,636

当該業務の取扱業者を選定するため、優れた企画の採用を
目的としてコンペティションを実施した結果当該業者が選定さ
れた者であることから、契約の性質又は目的が競争を許さな
い場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

215
（株）電通
東京都港区東新橋１
－８－１

一地域一観光魅力ネット
サイトによる一地域一観光
運動等推進事業

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.12.1 6,003,112

本事業を適切に実施するためには、一地域一観光魅力ネット
サイトの機能に関する専門的な知識及びノウハウが必要不
可欠である。当該業者は、本システムの構築・設計を行い、ま
た、これまでの関係業務に一貫して携わってきており、専門
的知識やノウハウを数多く蓄積している唯一の者であること
から、会計法第２９条の３第４項の契約の性質又は目的が競
争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

216

キッセイコムテック
（株）
長野県松本市大字和
田４０１０番１０

平成１６年度私鉄経営分
析集計データ処理業務

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.12.1 1,491,000

キッセイコムテック（株）との間で締結している「平成１６年度
私鉄経営分析集計データ処理業務」については、業務の実
施にあたって鉄道事業における財務会計についての専門的
な知識が必要であり、当該業者は、当該業者がすでに開発し
て使用している電算課システムを使用することで、約２００社
に及ぶ鉄道事業者のデータ処理・分析が も効果的にでき、
またシステム開発からデータ処理までを一貫して行っている
経緯からノウハウが蓄積されており、財務会計の内容につい
ても精通している唯一の者であり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（１８
年度から一般競争入
札に移行）



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
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点検の結果 講ずる措置 備考

217
（株）ぐるなび
東京都千代田区丸の
内３－４－１

ビジット・ジャパン・キャン
ペーン「レストランガイド」
の原稿作成

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.12.5 3,475,500

 本事業については、ビジット・ジャパン・キャンペーンの一環と
して訪日観光客の飲食について便宜を図るために、英語、韓
国語、中国語(繁体字及び簡体字)のレストランガイドを作製す
るための原稿を製作するものであるが、当該業者は、全国網
羅的に各国語での情報提供を行えるとともに、全国的規模で
多言語の飲食店情報発信を展開している唯一の者であるこ
とから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当
するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

218
富士通（株）
神奈川県川崎市中原
区上小田中４－１－１

船舶職員及び小型船舶操
縦者法施行規則等の改正
に伴う海技資格制度事務
処理システムの機能追加

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.12.9 6,930,000

富士通（株）との間で締結している船舶職員及び小型船舶操
縦者法施行規則等の改正に伴う海技資格制度事務処理シス
テムの機能追加については、海技システムを構成する各サー
バ及び周辺機器の諸機能並びにそれに対応するプログラム
についてシステムの外部仕様はもとより、データベース設計、
方式設計等の詳細まで内容を熟知している必要がある。当
該業者は、これまでに海技システムのプログラム構築及び追
加並びに同システムの周辺機器（上記業者製）の導入、さら
に保守業務を実施していることから、海技システムを構成す
る各サーバ及び周辺機器の諸機能並びにそれに対応するプ
ログラムについて把握している唯一の者であり、契約の性質
又は目的が競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（１８
年度以降一般競争
入札に移行）

219
（財）NHKインターナ
ショナル     東京都渋
谷区宇田川町７－１３

ビジット・ジャパン・キャン
ペーン・プロモーションＶＴ
Ｒ増刷

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.12.12 1,655,010

本事業については、ビジット・ジャパン・キャンペーンの一環と
して前年度作成したプロモーションＶＴＲを増刷するものであ
るが、使用されている映像の著作権は当該業者が所有して
おり、第三者が複製を作成することが禁じられていることか
ら、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

220
日本ユニシス（株）
東京都江東区豊洲１
－１－１

国土交通省総合的文書管
理システム機器更新に伴
うシステム移行及び関東・
中部・近畿運輸局管内支
局展開業務

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.12.12 50,804,250

日本ユニシスとの間で締結している国土交通省総合的文書
管理システム機器更新に伴うシステム移行及び関東・中部・
近畿運輸局管内支局展開業務については、本システムが本
省、地方運輸局、外局等の文書管理業務の基幹システムとし
て運用しておりできる限り停止することなく運用する必要があ
るため、本システムの全体構成・機能及び運用状況、さらに
は他システムとの連携について熟知していることが必要であ
る。当該業者は、本システムの仕様を策定していることからシ
ステムの全体構成・機能等ついて熟知しており、また本シス
テムを構成する機器及びソフトウェアの保守、運用に関する
技術・操作教示、職員教育、データ補正等の日常的な業務支
援を行っているため、本システムをできるだけ停止させること
なく、円滑かつ効率的に行うことのできる唯一の者であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項及び国の物品
等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１３条１
項１号）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所
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221
（株）エヌ・ティ・ティ・
データ         東京都江
東区豊洲３－３－３

国土交通省オンライン申
請システムに係るセキュリ
ティ関連機器等の更新に
伴う機能更新並びにソフト
ウェア保守

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.12.12 34,982,430

本業務の実施にあたっては、本システムが２４時間毎日の運
用を行っているため運用に影響を及ぼさないよう実施する必
要があり、本システムにおける国土交通省認証局システム、
省内ネットワークシステム及びこれらシステムのセキュリティ
に係るプログラム等を熟知している必要がある。当該業者
は、平成１２年度にオンライン申請システム及び国土交通省
認証局システムの開発を行い、その後においてはオンライン
申請システムの運用管理及び保守を継続して実施しているた
め、当該業務を円滑かつ効率的に実施するのに必須な知識
と十分な技術的能力がある唯一の者であり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項及び国の物品等又は特定
役務の調達手続の特例を定める政令第１３条１項１号）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

222
（株）内田洋行情報
東京都江東区潮見２
－９－１５

給与・厚生システムの改良
業務（市町村・銀行合併等
によるシステム改修）

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.12.15 1,575,000

本業務の実施にあたっては、システム上で支障をきたすこと
が許されないシステムであるためプログラム内容に精通して
いることが必要である。当該業者は、人事情報処理システム
のサブシステムである給与・厚生システムを開発、納入した
業者であり、著作権を有しており、プログラム改修についても
その権利を侵害することは認められない。また、システム開
発から現在までのプログラム改修を手がけ、プログラム内容
に精通している唯一の者であることから、契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１８年度
から公募手続を行
う）

223
（株）プランドゥ・ジャパ
ン　　　　　　　東京都
港区芝大門２－３－６

シンガポール・タイにおけ
る新聞等によるビジット・
ジャパン・キャンペーンに
関する広告サービス企画
等

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.12.15 10,000,000

当該業務の取扱業者を選定するため、優れた企画の採用を
目的としてコンペティションを実施した結果当該業者が選定さ
れた者であることから、契約の性質又は目的が競争を許さな
い場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

224
日本電気（株）
東京都港区芝５丁目７
－１

交通統計情報データ管理・
提供システム機能追加作
業

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.12.20 1,371,552

本業務は、当システムの構成、処理フロー、現行プログラム
の内容等について詳細な部分まで熟知している必要がある。
また、当システム機能にはインターネットによる統計データの
提供機能があるため、不正書き換え防止等のセキュリティ対
策を行う必要があり、セキュリティ設定情報を有している必要
がある。当該業者は本システムを設計、開発を行った事業者
であり、セキュリティー設定情報を有している唯一の事業者で
あることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（１８
年度から一般競争入
札に移行。）
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225

（株）横須賀テレコムリ
サーチパーク
神奈川県横須賀市光
の丘３－４

ユビキタス技術を活用した
空港利用客のためのガイ
ドシステムに係る調査研究

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.12.20 19,981,500

本調査の実施にあたっては、情報通信技術等の専門知識や
システム開発のための技術的能力を有し、特にユビキタス・
ネットワーキング技術に精通している必要がある。当該業者
は、世界 先端のユビキタス技術に関する数多くの研究開発
を行ってきており、ユビキタス・ネットワーク技術をはじめとす
る情報通信技術全般に関する知見と、システム構築・運用の
実現に資するための十分な調査・開発・運用遂行能力を有し
ている。また、観光ガイドに関するシステム全体の開発を手
がけており、本調査で使用するシステムの熟知している唯一
の者であることから、契約の性質又は目的が競争を許さない
場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

226

（株）アイアンドエス
ビービーディオー
東京都中央区晴海１
－８－１０

ライフジャケット着用推進
等に係る広報・周知活動

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.12.26 4,499,250

（株）アイアンドエスビービーディオーとの間で締結しているラ
イフジャケット着用推進等に係る広報・周知活動については、
国際ボートショーにおける効率的かつ効果的な広報・周知活
動を企画・実施できる能力があることのみならず、当該広報
活動を実施する際の基礎となるライフジャケットの特性及び
「船舶職員及び小型船舶操縦者法」で規定されているライフ
ジャケットに関する基準と基準化に至った背景について十分
な知識や経験が必要である。当該業者は、これまでも国際
ボートショーにおいて実施した「ライフジャケット着用推進に係
る広報活動」や、ライフジャケットの着用率向上に関する広
報・啓発及びライフジャケットに係る使用法、操作法、着用時
の注意点等様々な 新の情報適用（周知活動）を行うための
当省ホームページの更新を的確に実施した実績もあり、上記
の知識、経験を十分に有する唯一の者であり、契約の性質又
は目的が競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

227

（株）エヌ・ティ・ティ・
データ
東京都江東区豊洲３
－３－３

船員法第１１１条報告管理
システム用国土交通省オ
ンライン申請システム様式
変更

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H17.12.26 1,567,072

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している船員法第１１
１条報告管理システム用国土交通省オンライン申請システム
様式変更については、国土交通省オンライン申請システムが
２４時間毎日の運用を行っているため運用に影響を及ぼさな
いよう実施する必要があり、国土交通省オンライン申請シス
テム、国土交通省認証局システム、省内ネットワークシステム
及びこれらシステムのセキュリティに係るプログラム等を熟知
している必要がある。当該業者は、平成１２年度に国土交通
省オンライン申請システム及び国土交通省認証局システムを
開発し、その後においては、同システムの運用管理及び保守
を継続して実施してきており、かつ本業務と同様の業務につ
いて昨年度まで継続して実施してきており、本業務を実施す
るのに必須な知識、十分な技術的能力がある唯一の者であ
り、契約の性質又は目的が競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（１９
年度から企画競争を
実施）



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

228

Starr Seigle
Communications Inc.
1001 Bishop Street
American Savings
Bank Tower 19th
Floor Honolulu, Hawaii
96813 U.S.A

カナダにおける新聞による
ビジット・ジャパン・キャン
ペーンに関する広告サー
ビス企画等

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.1.6 4,955,857

当該事業の取扱事業者を選定するため、優れた企画の採用
を目的としたコンペティションを実施した結果当該業者が選定
された者であることから、契約の性質又は目的が競争を許さ
ない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

229
（社）海外運輸協力協
会　　　　　　東京都港
区虎ノ門１－１９－９

平成１７年度日ＡＳＥＡＮ交
通連携情報センター事業

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.1.10 4,972,069

　社団法人海外運輸協力協会との間で締結している平成１７
年度日ＡＳＥＡＮ交通連携情報センター事業については、ＡＳ
ＥＡＮ各国政府関係機関、研究機関、現地日本大使館等との
連絡・調整に関して、国際協力業務を熟知している事が必要
不可欠である。当該法人は、ＡＳＥＡＮ各国に精通しており、
長年の国際協力事業を中心に、交通全般分野において関連
情報の収集・分析、提言を行ってきた豊富な経験・ノウハウを
有する唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施
（18年度から公募手
続きを行う）

230
（株）KDDIエボルバ
東京都新宿区西新宿
２－４－１

YOKOSO!JAPAN WEEKS
2006観光案内通訳コール
センター事業

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.1.10 8,024,254

当該業者は、現在、全国的で、かつ英語、韓国語、中国語に
おいて、専門のセンターを設置し、一般の電話回線による一
般の外国人客に対する通訳サポートサービスを実施している
唯一の者であることから、契約の性質又は目的が競争を許さ
ない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

231
（株）海事プレス社
東京都千代田区岩本
町２－１－１５

シートレードショウ出展事
業

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.1.11 8,000,705

本業務には、米国人クルーズ市場の動向や米国におけるク
ルーズ会社の現状・実態に精通し、寄港地としての日本を
セールスできる能力が必要である。当該業者は、従来より米
国をはじめとする世界のクルーズ市場についての動向を把握
し、寄港地としての各港のクルーズ船受入能力及び後背地で
ある観光地の魅力を対外的にＰＲできる能力を有しておるとと
もに、シートレードショウの運営主体であるシートレード社との
連絡調整は海事プレス社以外では困難であることから、契約
の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

232
日本音響研究所
東京都渋谷区富ケ谷
１－３８－７

福知山線列車脱線事故の
列車無線交信記録の背景
音と遅延特性の分析

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.1.12 7,188,853

本業務の実施にあたっては、音声・音響分析技術に精通し、
特に断片的な音声・音響データ等に関し、豊富な調査経験・
実績が必要である。当該業者は、事件・事故を含め多くの音
声・音響分析、鑑定に携わってきた実績を有している。また、
そのような高い技術力及び豊富なノウハウから、各裁判所、
検察庁、警察庁、警視庁等から重大な事件、事故の音声・音
響分析、鑑定を多く受託してきた実績を有しており、本業務を
実施できる唯一の者であることから、契約の性質又は目的が
競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

233
（株）エヌ・ティ・ティ・
データ         東京都江
東区豊洲３－３－３

国土交通省オンライン申
請システム様式変更開発

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.1.13 37,960,114

本業務の実施にあたっては、本システムが２４時間毎日の運
用を行っているため運用に影響を及ばぬようシステムの導
入、稼動試験を行う必要があるため、本システム、国土交通
省認証局システム、省内ネットワークシステム及びこれらシス
テムのセキュリティに係るプログラム等を熟知していることが
必要不可欠である。当該業者は、平成１２年度に本システム
及び国土交通省認証局システムを開発し、その後において
は、本システムの運用管理及び保守を継続して実施してきて
おり、かつ本業務と同様の業務について昨年度まで継続して
実施してきており、本業務を実施するのに必須な知識、十分
な技術的能力がある唯一の者であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（19
年度以降に企画競
争を実施予定）

234
富士通（株）
神奈川県川崎市中原
区上小田中４－１－１

海技資格制度事務処理シ
ステムの機能追加

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.1.13 24,948,000

富士通（株）との間で締結している海技資格制度事務処理シ
ステムの機能追加については、プログラム機能追加及び変
更作業中であっても本システムの稼動を止めることができな
いことから、本システムを構成する各サーバ及び周辺機器の
諸機能並びにそれに対応するプログラムについてシステムの
外部仕様はもとより、データベース設計、方式設計等の詳細
まで内容について熟知している必要がある。当該業者は、こ
れまでに本システムのプログラム構築及び追加並びに周辺
機器の導入、さらに保守業務を実施しており、上記内容を十
分に把握している唯一の者であり、契約の性質又は目的が
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（１８
年度以降一般競争
入札に移行）

235

（株）エヌ・ティ・ティ・
データ
東京都江東区豊洲３
－３－３

船舶検査等情報管理シス
テムの機能追加

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.1.13 32,968,320

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している船舶検査等
情報管理システムの機能追加については、本システムの開
発及び追加機能作業中においてもシステムの稼働を止める
ことが出来ないことから、検査システムの外部仕様はもとより
データベース設計、方式設計等システム仕様を熟知している
必要がある。当該業者は、本システムの開発並びにシステム
サーバーを管理しており、また船舶検査の制度の内容、申請
手続き、証書等の情報を十分把握している唯一の者であり、
契約の性質又は目的が競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１８年度
以降に公募手続を行
う）

236
（社）海外運輸協力協
会　　　　　　東京都港
区虎ノ門１－１９－９

平成１７年度援助方針策
定事業

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.1.20 11,249,614

　社団法人海外運輸協力協会との間で締結している平成１７
年度援助方針策定事業については、調査対象地域の運輸事
情に関する幅広い知見を有するとともに、運輸分野での経
済・技術協力についての調査に関して豊富な実績があること
が必要不可欠である。当該法人は、調査対象国であるタイ、
ラオスについて過去に運輸分野の基礎調査を数多く実施し、
それらの状況を知悉しており、かつ本調査を実施するのに必
要な開発途上国の運輸基盤施設等に関し広範な知識を有し
ている。また、これまでに航空ワーキンググループ会合等、各
種ワーキンググループや日ＡＳＥＡＮ交通大臣会合等に参加
することによって、対象地域のインフラの状況を熟知してお
り、メコン地域の各国におけるインフラ整備のあり方を検討す
るための援助方針策定手法のノウハウを有する唯一の者で
あり、競争を許さないため。 （会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
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（円）
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（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

237
（社）海外運輸協力協
会　　　　　　東京都港
区虎ノ門１－１９－９

平成１７年度交通政策行
政官研修事業

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.1.20 6,936,345

　社団法人海外運輸協力協会との間で締結している平成１７
年度交通政策行政官研修事業については、開発途上国の運
輸分野の事業に対して、航空、港湾、鉄道の多岐にわたる分
野において総合的かつ効果的な調査研究を行ってきているこ
と、さらに、公平・中立的な立場で取り組みができることが必
要不可欠である。当該法人は、これまでにも開発途上国への
援助に関する運輸経済調査やセミナーを開催した実績を有
し、海外における交通事情に精通しており、鉄道、港湾、航
空、都市交通の各分野の国際協力案件参画し、広凡な運輸
分野に豊富な知見と経験を有している唯一の者であり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施
（18年度から公募手
続きを行う）

238
（株）大塚商会
東京都千代田区飯田
橋２－１８－４

公共交通情報標準規格の
実用化に関する調査・検
討

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.1.23 9,450,000

本業務の実施にあたっては、公共交通情報の標準規格及び
交通行政全般に精通し、政策立案に関する提言を行うことの
できる能力を有することが必要である。当該業者は、本件の
趣旨を踏まえすぐれた企画を採用するためコンペティションを
実施した結果、本件の内容に合致しかつ優れた内容であると
認められたことから、契約の性質又は目的が競争を許さない
場合に該当するため。 （会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（１８
年度も引き続き企画
競争を実施）

239

（株）富士通ラーニン
グメディア
東京都大田区西蒲田
７－３７－１０

ｅラーニング導入効果測定
調査

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.1.26 9,975,000

本業務の実施にあたっては、今後の本格導入に先立って、主
に運用部分の検証（導入効果・
　運用環境・ネットワーク負荷の検証）を行うということを踏ま
え、コンペティションを実施
　した結果、当該業者の企画が本件の内容に合致し、かつ優
れた内容であると認められたことから、契約の性質又は目的
が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（１７
年度に引き続き企画
競争を実施）

240
（株）エヌ・ティ・ティ・
データ         東京都江
東区豊洲３－３－３

国土交通省オンライン申
請システム利活用促進の
ための調査及び検討

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.1.27 9,691,500

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している国土交通省
オンライン申請システム利活用促進のための調査及び検討
業務については、ＩＴに関する十分な専門的知識を持っている
こと及び現行の国土交通省オンライン申請システムを詳細に
熟知していることが必要であるが、当該業者は、当省のオン
ライン申請システムを開発するとともに、その後の運用保守
管理業務や申請・届出等手続の様式開発業務に係わってお
り、当該システムの具体的な機能からシステム構成、申請・
届出等手続関係に至るまでの一連の業務の技術的な中身に
熟知しているとともに、ＩＴの活用によって支援するシステムに
ついての調査、研究及び開発に精通している唯一の業者で
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所
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点検の結果 講ずる措置 備考

241
日本ユニシス（株）
東京都江東区豊洲１
－１－１

国土交通省電子公文書作
成システム公印付与に係
る導入手順書作成及びシ
ステム導入作業

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.1.30 2,504,250

日本ユニシス（株）と締結している国土交通省電子公文書作
成システム公印付与に係る導入手順書作成及びシステム導
入作業については、実施にあたり、本システムのアプリケー
ションソフトウェアが、国土交通省独自の仕様・要件で開発さ
れていることから、本システムの仕様、設定内容及びシステ
ム構成、データ構成、他システムとの連携機能等を熟知して
いることが必要であるが、当該業者は、本ソフトウェアを当省
用に独自に開発し、本業務を実施するのに必要な知識を有
するとともに、十分な技術的能力があることが認められる唯
一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（１８
年度から一般競争に
移行）

242
（財）運輸政策研究機
構          東京都港区
虎ノ門３－１８－１９

大規模交通結節点におけ
る外国人観光旅客に対す
る情報提供手法開発調査

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.2.1 7,390,000

　財団法人運輸政策研究機構との間で締結している大規模
交通結節点における外国人観光旅客に対する情報提供手法
開発調査については、交通運輸のあり方の観点からのデー
タ・知見を有していることが必要である。当該法人は、「グロー
バリゼーションに対応した都市鉄道サービスの提供に関する
調査」、「公共交通機関における訪日外国人旅客に対する案
内情報提供に関する調査」、及び「公共交通事業者等が構ず
べき外国人観光旅客に対する情報提供促進措置に関する調
査」において、交通運輸のあり方の観点からの必要なデータ
及び知見が蓄積されており、かつ本調査では特定の者の恣
意的な意思を排除すべきであるため、公益を目的とした法人
が行うことが望ましいため、本調査を実施できる唯一の者で
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

243
日本ユニシス（株）
東京都江東区豊洲１
－１－１

国土交通本省共用会議室
予約システム改良作業

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.2.1 6,888,000

日本ユニシス（株）との間で締結している国土交通本省共用
会議室予約システム改良作業については、当省の共用会議
室の予約申請・利用等の運用方法について熟知し、また過去
のシステムとの整合性を正確に承継する必要がある。当該業
者は、現行の運用管理システムを構築した実績を有する者で
あり、上記内容を熟知している。かつ本システム導入に密接
に関連するグループウェア導入作業も実施した者であり、グ
ループウェアの環境設定に関しても熟知しており、円滑に導
入作業を進めることができる唯一の業者であり、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の
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244

（財）国際臨海開発研
究センター
東京都港区赤坂１－９
－２０

平成１７年度ＡＳＥＡＮ地域
港湾施設維持管理改善事
業

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.2.2 4,698,057

　財団法人国際臨海開発研究センターとの間で締結している
平成１７年度ＡＳＥＡＮ地域港湾施設維持管理改善事業につ
いては、海外港湾に関する情報を効率的に収集・分析する能
力が必要であるとともに、海外港湾の実態及び臨海部開発
動向に関する深い知見を有することが必要である。また、港
湾に関わる海外の政府機関、研究機関とワークショップ等を
通じて意見交換を行うことから、海外の関係学識者・有識者と
の人的交流に優れた者である必要がある。当該法人は、臨
海部開発に関する調査研究を行うことを目的に昭和５１年に
設立されて以来、国内外における臨海部開発に関する総合
的な調査研究の実績を数多く有し海外資料の収集分析を
行ってきた。また、ＯＤＡ事業含む海外港湾に係る調査を数多
く実施しており、海外港湾に関する情報を数多く有している唯
一の団体であるとともに、調査研究に加え、北東アジア港湾
局長会議、ＡＰＥＣ運輸ＷＧ当の国際会議にも参画しており、
海外の港湾関係の学識者・有識者との人的交流に優れた唯
一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

245

（株）ソニー・ミュージッ
クエンタテインメント
東京都千代田区六番
町４－５

ビジット・ジャパン・キャン
ペーン米国向けポスター
等の企画・作成

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.2.2 8,124,432

本事業において作成するポスター等にはＰＵＦＦＹの実物写真
及びアニメキャラクターを掲載するが、ＰＵＦＦＹの肖像権は所
属事務所かつ請負先関連会社である（株）ソニー・ミュージッ
クアーティスツが保有しており、写真撮影及び写真の使用許
諾について同社の承諾を得なければ本事業は遂行できない
また、アニメキャラクターについては米国カトゥーンネットワー
ク社が著作権を保有しており、アニメキャラクターの使用許諾
を得るには（株）ソニー・ミュージックエンタテインメントを通じて
交渉してもらうことが不可欠である。さらにはＰＵＦＦＹ関連グッ
ズの作成についても（株）ソニー・ミュージックアーティスツとの
調整が不可欠である。以上のことから、（株）ソニー・ミュー
ジックエンタテインメントは本事業を実施する能力及び資格を
有している唯一のものであることから、契約の性質又は目的
が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

246
富士通（株）
東京都港区東新橋１
－５－２

人事情報システムの号俸
三桁化対応機能改修等請
負

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.2.3 12,064,500

本業務の実施にあたっては、本システムは、国土交通省独自
のシステムであることから、システム内部が非常に複雑な構
造になっており、本システムの既存プログラム及び蓄積され
たデータに影響を及ぼさずに作業を行うことは、大変な困難
を伴い、また、万が一にもそれらに支障をきたすようなことが
あってはならないため、本システムの内部構造を全て把握し
ているとともに、使用するＯＳ、ミドルウェアに精通しているこ
とが必要である。当該業者は、本システムの開発・納入をして
おり、システムに精通しているとともに、本ＯＳ及び開発言語
は当該業者の独自のものであり、改修を行うことができる唯
一の者であることから、契約の性質又は目的が競争を許さな
い場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１８年度
から公募手続を行
う）
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247

（社）日本アイソトープ
協会              東京都
文京区本駒込２－２８
－４５

平成１7年度危険物等（放
射性同位元素）輸送実態
調査集計作業

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.2.6 1,182,300

本業務の実施にあたっては、荷送・荷受事業者、輸送放射性
同位元素の種別・個数、輸送手段及び輸送事業者等の基礎
データが必要であり、かつこのデータは輸送物の携帯、荷送・
荷受事業者等不特定外部に漏洩してはならない情報が多く
含まれていることから、情報管理できる適切な機関に実施さ
せる必要がある。当該法人は、国内で使用される放射性同位
元素の大部分を当該業者を通じて流通しているため、本作業
に必要不可欠な基礎データを保有している国内唯一の事業
者であるとともに、当該法人を媒体としないで流通した放射性
同位元素についても、当該調査対象事業者の大部分が当該
法人の会員のためデータ提供について協力を得ることもでき
る。また、データを情報管理する上でも基礎データを保有して
いる当該法人にて調査集計させることが も適切であること
から、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当す
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行(１８
年度以降に一般競
争入札に移行）

248

（株）ナックイメージテ
クノロジー
東京都千代田区三番
町８－７

福知山線列車脱線事故に
係るバラスト飛散試験の
高速度カメラ撮影

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.2.6 1,923,600

本業務の実施にあたっては、瞬間的に散乱するバラスト飛散
状況が撮影対象となることから、高速度撮影技術に精通し、
高速度撮影作業に関し豊富な経験・実績が必要となる。ま
た、本業務では３箇所にカメラを設置して撮影するため、高速
度撮影に係る特別な機材と十分なスタッフを有していることが
必要である。当該業者は、映像技術に関する世界的メーカー
として高速度ビデオ装置をはじめとした各種映像機器を生産
しており、撮影技術についても豊富なノウハウと十分なスタッ
フを有している。また、国の関係
機関にも製品を納入するとともに高速度カメラ撮影等の実績
も有している唯一のものであることから、契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

249
（株）内田洋行情報
東京都江東区潮見２
－９－１５

給与・厚生システムの改良
業務（人事異動情報反映
及び生保プログラムの改
修）

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.2.7 1,499,400

本業務の実施にあたっては、システム上で支障をきたすこと
が許されないシステムであるためプログラム内容に精通して
いることが必要である。当該業者は、本システムを開発、納
入した業者であり、著作権を有しており、プログラム改修につ
いてもその権利を侵害することは認められない。また、システ
ム開発から現在までのプログラム改修を手がけ、プログラム
内容に精通しており、かつ国家公務員の給与や共済の運用
等に関する知識を有している唯一の者であることから、契約
の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１８年度
から公募手続を行
う）

250
（財）NHKインターナ
ショナル     東京都渋
谷区宇田川町７－１３

ビジット・ジャパン・キャン
ペーンプロモーションビデ
オ（３分間バージョン）制作

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.2.7 36,750,000

本業務の実施にあたっては、既存のＶＴＲの「ようこそ！」をア
ピールする人物を使った画像を使うこととしており、また日本
の観光資源にかかる良質で膨大なアーカイブを保管している
必要がある。ＮＨＫは、ハイビジョンを世界に先駆けて開発し
た経緯から、ハイビジョンに関する 先端技術を蓄積している
ほか、６万本以上のハイビジョン番組をアーカイブしており、
日本の世界遺産、風景、四季、風俗、料理等の観光資源に
関する膨大なデータを保有しており、ビデオ作成にあたっては
これらの画像が自由に使えることとなり、ＮＨＫ番組の国際版
を制作する業務を担務している当該法人は効率的に高品質
のＶＴＲの作成が可能な唯一の者であることから、契約の性
質又は目的が競争を許さない場合に該当するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）
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251
（財）NHKインターナ
ショナル     東京都渋
谷区宇田川町７－１３

ビジット・ジャパン・キャン
ペーン台湾教育旅行誘致
プロモーションビデオ制作

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.2.7 7,350,000

本業務の実施にあたっては、日本の観光資源や教育現場や
環境施設、先端工場等にかかる良質で膨大なアーカイブを保
管している必要がある。ＮＨＫは、教育番組を数多く制作して
いる経緯から、教育旅行誘致に必要とされる各種情報を蓄積
しているほか、６万本以上のハイビジョン番組をアーカイブし
ており、日本の世界遺産、風景、四季、風俗、料理等の観光
資源の他、教育現場や環境施設、先端工場等に関する膨大
なデータを保有しており、ビデオ作成にあたってはこれらの画
像が自由に使えることとなり、ＮＨＫ番組の国際版を制作する
業務を担務している当該法人は効率的に高品質のＶＴＲの作
成が可能な唯一の者であることから、契約の性質又は目的
が競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

252
（財）日本交通公社
東京都千代田区丸の
内１－８－２

平成１６年度ビジット・ジャ
パン・キャンペーン事業評
価調査

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.2.7 2,441,604

　財団法人日本交通公社との間で締結している平成１６年度
ビジット・ジャパン・キャンペーン事業評価調査については、よ
り効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点
から企画競争を実施した結果、当該法人が契約の相手方とし
て選定されたものであり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

253
（財）空港保安事業セ
ンター     東京都大田
区羽田空港１－６－５

日ＡＳＥＡＮ航空セキュリ
ティ強化支援事業

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.2.10 7,920,918

　財団法人空港保安事業センターとの間で締結している日Ａ
ＳＥＡＮ航空セキュリティ強化支援事業については、航空セ
キュリティの内容・重要性を十分に認識し、航空保安検査の
実施及び航空保安検査機器の運用・管理等について知識と
経験を有しているとともに、航空保安検査について指導的な
立場の者である必要がある。当該法人は、航空保安検査を
行う検査員に対する教育訓練、航空保安検査の実施状況評
価の抜き打ちテスト及び指導助言並びに航空保安検査の実
施等を行っており、成田国際空港における航空保安検査の
実施を通じて航空保安検査の実施に精通しているだけでな
く、全国の検査員に対して指導的な立場にある。また、ＪＩＣＡ
航空保安セミナーの研修委託先機関として毎年開発途上国
の航空保安対策担当者３０名程度を招聘し本セミナーを開催
しているほか、昨年の「日ＡＳＥＡＮ航空セキュリティ会合」の
開催実績があるほか、ＪＩＣＡ開発調査「インドネシア国主要空
港保安体制強化計画調査」の国内支援委員としての経験を
有している。このように、ＡＳＥＡＮ諸国における航空セキュリ
ティの情報を数多く有しており、ＡＳＥＡＮ各国の政府関係者と
の人的交流に優れた唯一の者であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施
（18年度から公募手
続きを行う）

254

（財）国際観光サービ
スセンター
東京都千代田区神田
錦町３－１５

低廉で日本情緒ある宿泊
施設ガイド（英語版）制作

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.2.14 12,806,640

　財団法人国際観光サービスセンターとの間で締結している
低廉で日本情緒ある宿泊施設ガイド（英語版）制作について
は、より効果的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の
観点から企画競争を実施した結果、当該法人が契約の相手
方として選定されたものであり、競争を許さないため。 （会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

255

（株）ＩＣＳコンベンショ
ンデザイン
東京都千代田区神田
錦町３－２４

国際会議、国際文化・ス
ポーツイベント等を通じた
観光交流拡大のための市
場調査

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.2.14 5,877,480

本調査の実施にあたっては、現在まとまった資料の存在しな
い海外及び国内のＭＩＣＥ市場の情報や関係省庁、関係団体
等に存在する関連データ等に関する専門的な知識を豊富に
持ち合わせているとともに、マーケティング調査や分析、コン
ベンションデザイン手法に精通していることが必要である。当
該業者は、ＪＴＢグループでコンベンション等ＭＩＣＥ関係の業
務や調査を専門とする法人として実績があり、ＭＩＣＥ関係の
各種データの豊富な集計・分析実績がある。本調査でも、こ
れらＭＩＣＥに関する多方面にわたる豊富な情報等、当該業者
に蓄積された情報が必要不可欠であることからも、本調査を
実施できる唯一の者であることから、契約の性質又は目的が
競争を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

256

ＮＥＣネクサソリュー
ションズ（株）
東京都港区三田１－４
－２８

平成１7年度給与法改正に
伴う人事情報処理システ
ム改修請負

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.2.15 8,916,600

本業務の実施にあたっては、支障をきたすことが許されない
システムであるためプログラム内容に精通していることが必
要である。
当該業者は、本システムを開発・納入した業者であり、かつ
著作権を有しており、プログラム改修についても、その権利を
侵害することは認められない。また、システム開発から現在ま
でのプログラム改修を手がけ、プログラム内容に精通してい
る唯一の者であることから、契約の性質又は目的が競争を許
さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１８年度
から公募手続を行
う）

257
（株）内田洋行情報
東京都江東区潮見２
－９－１５

給与・厚生システムの改良
業務（平成１7年度給与法
改正によるシステム改修）

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.2.15 5,145,000

本業務の実施にあたっては、支障をきたすことが許されない
システムであるためプログラム内容に精通していることが必
要である。
当該業者は、本システムを開発・納入した業者であり、かつ
著作権を有しており、プログラム改修についても、その権利を
侵害することは認められない。また、システム開発から現在ま
でのプログラム改修を手がけ、プログラム内容に精通してい
る唯一の者であることから、契約の性質又は目的が競争を許
さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１８年度
から公募手続を行
う）

258
（株）エヌ・ティ・ティ・
データ         東京都江
東区豊洲３－３－３

災害時における公共交通
情報システムの整備に関
する調査・検討

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.2.15 19,950,000

本調査を実施するにあたっては、陸・海・空の公共交通事業
及び情報システムに精通し、政策立案に関する提言を行うこ
とができる能力を有することが求められる。当該業者はコンペ
ティションを実施した結果、本件の内容に合致し、かつすぐれ
た内容である企画を提示した唯一の者であることから、契約
の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

259
（株）ニチマイ
東京都文京区本郷１
－１０－９

船舶測度に係る関係書類
の電子化

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.2.17 2,940,000

（株）ニチマイとの間で締結している船舶測度に係る関係書類
の電子化については、これまでに蓄積されたデータを有効活
用し、データ連続性を保つ観点からデータベースシステム及
び検索システムを同一のものとする必要がある。当該業者は
上記検索システムを開発しており、これまで電子化してきた
データと併せて検索機能を使用できる唯一の者であり、契約
の性質又は目的が競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（１９
年度以降一般競争
入札に移行）



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
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＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

260

（財）国際臨海開発研
究センター
東京都港区赤坂１－９
－２０

平成１７年度港湾保安対
策に係る国際協力ニーズ
把握調査事業

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.2.21 4,274,067

　財団法人国際臨海開発研究センターとの間で締結している
平成１７年度港湾保安対策に係る国際協力ニーズ把握調査
事業については、調査対象として諸外国における港湾保安対
策を扱う以上、保秘を要する情報を収集する必要がある。ま
た、諸外国の港湾に関する情報を効率的に収集分析するた
め、港湾における保安措置・情報等の危機管理に関する深い
見識に加え、海外港湾の管理・運営に関する総合的な見識
や国際的な保安対策に関する議論や保安措置の検討状況
等の知識を有していなければならない。当該法人は、保安業
務に関する専門知識を有しているとともに、諸外国の港湾に
関する調査を実施するための十分な組織体制が整っている。
また、諸外国の港湾に係る管理、運営等の総合的かつ高度
な情報の蓄積があり、ＩＭＯ、ＡＰＥＣにおける保安関連の各種
会議に参加する等国際機関での港湾保安に関する動向に知
見が深い唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施
（18年度から公募手
続きを行う）

261
（社）日本観光協会
東京都中央区京橋１
－１－５

訪日外国人旅行者向け宿
泊情報の充実に関する調
査

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.2.28 6,002,404

　社団法人日本観光協会との間で締結している訪日外国人
旅行者向け宿泊情報の充実に関する調査については、訪日
外国人旅行者の増加を図るビジット・ジャパン・キャンペーン
の一環として運用を開始した「外国人旅行者向け宿泊情報提
供予約サイト」に加盟する宿泊施設や、国際観光ホテル整備
法に基づく登録ホテル・旅館を対象に調査を実施するもので
あり、民間の宿泊予約サイトや予約サイト加盟宿泊施設、登
録ホテル・旅館との調整が必要不可欠である。 当該法人は、
上記「外国人旅行者向け宿泊情報提供予約サイト」の運用開
始から同サイトの運用業務を請け負っており民間の宿泊予約
サイトや予約サイト加盟施設とのつながりも密接である。ま
た、平成５年より国際観光ホテル整備法に基づくホテル・旅館
の登録実施機関及び情報提供実施機関として業務を行って
おり、関係者との調整を経済的かつ効率的に行うことのでき
る唯一の者であり、競争を許さないため。 （会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

262
（社）日本旅行業協会
東京都千代田区霞が
関３－３－３

わたしの旅普及・造成推進
事業

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.2.28 2,999,292

　社団法人日本旅行業協会との間で締結しているわたしの旅
普及・造成推進事業については、国内及び海外における旅行
振興に係る専門的知識やネットワークが必要不可欠である。
当該法人は、会員が取り扱った旅行業務に対する苦情処理、
会員との取引より生じた債権の弁済業務、旅行業務従事者
に対する研修、会員に対する指導、取引の公正の確保又は
健全な発達を図るための調査・研究及び広報を行っており、
旅行業界における調整・実施機関として多くの実績を上げ、
他の追随を許さないノウハウや経験の蓄積、ネットワークを有
している。特に国内旅行の振興にあたっては、当該法人の事
務局及び傘下旅行業者国内旅行委員会の果たしてきた役割
は大きく、新たな観光地の掘り起こし、需要喚起方策の策定
等をこれまで手がけてくるなどの実績を有しており、国内外で
の本業務を展開できる唯一の者であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所
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点検の結果 講ずる措置 備考

263

（独）国際観光振興機
構          東京都千代
田区有楽町２－１０－
１

中国中部旅游交易会への
ビジット・ジャパン・キャン
ペーンブース出展事業

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.3.1 6,495,942

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

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

264

（財）国際観光サービ
スセンター
東京都千代田区神田
錦町３－１５

日中観光交流年オープニ
ング招請事業

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.3.1 12,968,880

　財団法人国際観光サービスセンターとの間で締結している
日中観光交流年オープニング招請事業については、より効果
的なビジット・ジャパン・キャンペーン事業実施の観点から企
画競争を実施した結果、当該法人が契約の相手方として選
定されたものであり、競争を許さないため。 （会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

265
（株）ＮＨＫプロモーショ
ン　　　　　　　　東京都
渋谷区神山町５－５

「日本・シンガポール観光
交流年」ポスターの作成

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.3.1 1,999,499

本業務は、本年を日本・シンガポール観光交流年と定めたこ
とにより、その広報のために日本でも有名なシンガポール人
歌手であるディック・リー氏を観光交流年広報大使に任命・モ
デルに起用し、広報のためのポスターを作成することであり、
ディック・リー氏側から提供された写真を用いてポスターを制
作することとなっている。当該業者は、日本・シンガポール観
光交流年における各種事業のシンガポール側事業主体とな
るシンガポール政府観光局より事業委託を受けており、かつ
ディック・リー氏の日本における権利関係の窓口となってお
り、ポスターに使用するための写真に関する権利も有してお
り、写真を用いたレイアウト等の変更についても行える唯一
の者であることから、契約の性質又は目的が競争を許さない
場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

266

（社）日本外航客船協
会
東京都千代田区平河
町２－６－４海運ビル
６Ｆ

東南アジア地域におけるク
ルーズ振興にかかる米国
における外航客船からの
汚水排出規制に係る影響
調査

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.3.3 5,793,899

　社団法人日本外航客船協会との間で締結している東南ア
ジア地域におけるクルーズ振興にかかる米国における外航
客船からの汚水排出規制に係る影響調査については、ク
ルーズ船の知識の他、国際的な海洋汚染防止対策に関する
自主研究等に精通している必要がある。当該法人は、クルー
ズ客船事業に関する業務を行う唯一の公益法人であり、ク
ルーズ振興に関する調査等の安全対策やクルーズ客船の海
洋環境への影響に関する調査・分析など我が国の海運政策
と関係の深い各種調査を実施しており、アメリカにおける環境
法令の翻訳、海事に関する調査、統計、各種調査結果の集
計及び解析等について豊富な経験、知識、データを有してい
る唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

267
理研科学映画（株）
東京都千代田区富士
見２－７－１８

福知山列車脱線事故に係
る運転操縦等の高密度・
高精細映像の撮影

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.3.6 4,911,465

本件の実施にあたっては、営業列車の運転操縦に影響を及
ぼさないよう運転室内において機材の設置と映像の撮影を行
わなければならないこと及び営業列車の限られた時間内に
調整等の作業を速やかに行わなければならないことから鉄道
分野の映像撮影技術に精通し、列車における映像撮影等に
関し豊富な経験・実績が必要不可欠である。当該業者は、昭
和２８年の設立以来、鉄道関係の工事記録映画をはじめ、鉄
道事業者の部内向け教育映画など数多くの作品を制作して
おり、鉄道分野の映像撮影に関し、豊富な経験と実績を有し
ている唯一の者であることから契約の性質又は目的が競争
を許さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

268
小糸工業（株）
神奈川県横浜市戸塚
区前田町１００番地

福知山線列車脱線事故に
係るモニタ装置の記録試
験

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.3.6 3,112,200

本件の実施にあたっては、モニタ装置の非常ブレーキ記録が
理論解析どおり行われているか確認する必要があるため、シ
ステム設計者であるモニタ装置の製作メーカーで試験を実施
することが必要不可欠である。当該業者は、事故車両に設備
されていたモニタ装置の製作メーカーであることから、契約の
性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

269

（独）国際観光振興機
構          東京都千代
田区有楽町２－１０－
１

Holiday & Travel Expo
Sydneyへのビジット・ジャ
パン・キャンペーンブース
出展事業

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.3.10 2,108,060

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

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（一
般競争入札等に移
行するための準備に
時間を要することか
ら18年度から企画競
争を実施）

270
（社）建設広報協議会
東京都千代田区麹町
４－２

パンフレット購入（２００６年
度版国土交通省業務概
要）

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.3.16 4,320,000

　社団法人建設広報協議会との間で締結しているパンフレッ
ト購入（２００６年度版国土交通省業務概要）については、本
パンフレットは、当該法人が編集・発行したもので、唯一の販
売提供者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（１８
年度から一般競争入
札に移行)

271
電通工業（株）
東京都港区新橋５－３
０－４

電話機器の設置作業

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.3.17 2,362,500

　本業務は、４月に新設予定の大臣官房運輸安全監理官の
組織が一時入居することとなる会議室に電話主装置、電話機
を設置し、必要な配線を行うものであるが、電話機の設置に
伴い本省用交換機設備に変更を加える必要があり、当該作
業は交換機メーカーの発行する電子交換機の研修課程終了
証明書を所持している業者でなければ実施できない。当該業
者は、電子交換機の変更作業に係る必要な資格を有し、か
つ本館電話設備の保守を担当し、本館及び既存設備を熟知
し現場の状況に精通した能力を有している唯一の者であり、
競争を許さないため。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

272

（株）ＰＦＵ
神奈川県川崎市幸区
堀川町５８０　ｿﾘｯﾄﾞｽｸ
ｴｱ東館

国土交通本省行政情報
ネットワークシステム用ク
ライアントパソコンに係る
ハードディスクデータ復旧
作業

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.3.22 1,602,090

本業務は、観光部門の業務に係るファイルが多々格納されて
おり常時使用している状況であったクライアントパソコンに係
るハードディスクがクラッシュしてしまい、通常業務に多大な
影響を及ぼす状況となってしまったため、緊急に修理し、通常
の状態に戻すものである。当該業者は、本製品の製造メー
カーから紹介された機器修理会社であり、迅速に修理を行え
ることから、緊急の必要により競争に付することができない場
合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

273

ＮＥＣネクサソリュー
ションズ（株）
東京都港区三田１－４
－２８

平成１7年度退職手当法改
正に伴う退職者管理シス
テム改修請負

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.3.24 1,491,000

 本件の実施にあたっては、誤作動が許されないシステムで
あるため、プログラム内容に精通していることが必要である。
当該業者は、本システムを開発・納入した業者であり、かつ
著作権を有しており、プログラム改修についても、その権利を
侵害することは認められない。また、システム開発から現在ま
でのプログラム改修を手がけ、プログラム内容に精通してい
る唯一の者であることから、契約の性質又は目的が競争を許
さない場合に該当するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１８年度
から公募手続を行
う）

274
（株）ぎょうせい
東京都杉並区荻窪4-
30-16

図書購入（平成１８年版国
土交通六法（交通編））

国土交通省大臣官房
会計課長
大久保　仁
東京都千代田区霞ヶ
関2-1-3

H18.3.24 1,808,800

（株）ぎょうせいとの間で締結している図書購入契約について
は、本書を時価と比べて有利な価格で購入できるのは出版
元である当該業者が唯一の者であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

275 （株）日建設計
新議員会館整備等事業にか
かるテクニカルアドバイザ
リー業務（その２）

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月21日 236,250,000

当初の業務は、プロポーザル方式で特定した同社と随意契約している。本業務は当初からの業務と一連のもので
あり、当初から業務を遂行した知見が本業務を遂行する上でも必要不可欠となるため、引き続き同社と随意契約
するものである。（政府調達に関する協定第15条第1項（b）、会計法第29条の3第4項、国の物品等又は特定役務
の調達手続きの特例を定める政令第13条第1項第1号）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

276 PwCアドバイザリー㈱
PFI手法による新議員会館
整備（衆議院）検討業務
（その２）

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月18日 24,150,000
当初の業務は、プロポーザル方式で特定した同社と随意契約している。本業務は当初からの業務と一連のもので
あり、当初から業務を遂行した知見が本業務を遂行する上でも必要不可欠となるため、引き続き同社と随意契約
するものである。（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
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

277 PwCアドバイザリー㈱
PFI手法による新議員会館
整備（参議院）検討業務
（その２）

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月18日 23,100,000
当初の業務は、プロポーザル方式で特定した同社と随意契約している。本業務は当初からの業務と一連のもので
あり、当初から業務を遂行した知見が本業務を遂行する上でも必要不可欠となるため、引き続き同社と随意契約
するものである。（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
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

278 ㈱三菱地所設計

中央合同庁舎第７号館整備
等事業の施工段階における
PFIテクニカルアドバイザ
リー業務

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年6月28日 23,625,000

当初の業務は、プロポーザル方式で特定した同社と随意契約している。本業務は当初からの業務と一連のもので
あり、当初から業務を遂行した知見が本業務を遂行する上でも必要不可欠となるため、引き続き同社と随意契約
するものである。（政府調達に関する協定第15条第1項（b）、会計法第29条の3第4項、国の物品等又は特定役務
の調達手続きの特例を定める政令第13条第1項第1号）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

279 ㈱三菱地所設計
内閣府庁舎基本計画資料作
成業務（その２）

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月25日 49,087,500

当初の業務は、プロポーザル方式で特定した同社と随意契約している。本業務は当初からの業務と一連のもので
あり、当初から業務を遂行した知見が本業務を遂行する上でも必要不可欠となるため、引き続き同社と随意契約
するものである。（政府調達に関する協定第15条第1項（b）、会計法第29条の3第4項、国の物品等又は特定役務
の調達手続きの特例を定める政令第13条第1項第1号）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

280 みずほ総合研究所㈱
ＰＦＩ手法による内閣府庁
舎整備に関する財務・金融
等検討業務（その２）

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月12日 24,675,000
当初の業務は、プロポーザル方式で特定した同社と随意契約している。本業務は当初契約と一連のものであり、
当初契約の業務を遂行した実績が本業務を遂行する上でも必要不可欠となるため、引き続き同社と随意契約する
ものである。（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
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

281 高砂熱学工業㈱
経済産業省総合庁舎改修
（０５）機械設備（空調）
工事

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月30日 430,605,000
「既設設備と密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既設設備等の使用に著しい支障
が生じるおそれがある空調設備の熱源機器、自動制御設備等の改修等の工事」であるため、同一施工者と随意契
約するものである。(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
随意契約によらざる
を得ないもの

282 ㈱きんでん東京本社
経済産業省総合庁舎改修
（０５）電気設備（電力）
工事

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月3日 44,730,000
「既設設備と密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既設設備等の使用に著しい支障
が生じるおそれがある動力制御盤、中央監視制御装置の改修等の工事」であるため、同一施工者と随意契約する
ものである。(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
随意契約によらざる
を得ないもの

283 日本電設工業㈱
外務本省改修（０５）電気
設備工事

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月14日 58,170,000
「既設の設備と密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい
支障が生じるおそれがある監視カメラの増設及び改修並びに火災報知感知器の増設等の工事」であるため、同一
施工者と随意契約するものである。(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
随意契約によらざる
を得ないもの

284 ㈱前川建築設計事務所
国立国会図書館東京本館
（０５）耐震計画その他建
築改修設計業務

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月16日 18,585,000

 
本件建築物は、設計競技（コンペ）方式により設計案を選定した象徴性の高い建築物である。本業務は当該建築
物の外壁等の改修設計を内容としており、その象徴性を形作る外観及び内部空間の特徴を保持するため、当初設
計の意図を知る唯一の者である同社と随意契約するものである。(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
随意契約によらざる
を得ないもの

285
鹿島建設㈱東京建築支
店

外務省飯倉別館その他改修
（０５）建築その他工事

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月22日 148,575,000
外国公賓を迎える特に重要な特殊施設で施設を利用しながらの改修工事であり、特別な警備等の情報管理を十分
踏まえ施設管理者と調整した施工計画を立てることができるのは、永年の施工実績を有している同社であること
から随意契約するものである。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

286 PwCアドバイザリー㈱

平成１７年度中央合同庁舎
第７号館整備等事業の財
務・法務モニタリングに係
るアドバイザリー業務

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関2-1-2

平成18年2月13日 2,257,500
当初の業務は、プロポーザル方式で特定した同社と随意契約している。本業務は当初からの業務と一連のもので
あり、当初から業務を遂行した知見が本業務を遂行する上でも必要不可欠となるため、引き続き同社と随意契約
するものである。（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
その他（プロポーザ
ル方式による継続）
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287 ㈱山下設計
経済産業省総合庁舎別館耐
震改修（０５）工事監理業
務

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関2-1-2

平成18年2月16日 1,312,500

本件工事においては、実施例の少ない特殊技術が用いられている。当該工事を安全かつ円滑に実施し、工事契約
の目的を達成するためには、当該特殊技術に関する設計段階の検討経緯や安全上の留意事項を知る唯一の者であ
る設計者による工事監理が不可欠であるため、本業務を同社と随意契約するものである。(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
随意契約によらざる
を得ないもの

288 ㈱松田平田設計
中央合同庁舎第１号館本館
改修実施設計業務

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月14日 38,115,000
プロポーザル方式を採用し、提出された技術提案書を総合的に評価した結果、 も優れていると評価された者を
契約の相手方として特定し、随意契約するものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

289 ㈱昭和設計東京事務所
新清水谷議員宿舎（仮称）
基本設計等業務

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月8日 28,875,000
プロポーザル方式を採用し、提出された技術提案書を総合的に評価した結果、 も優れていると評価された者を
契約の相手方として特定し、随意契約するものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

290
㈱総合設備コンサルタ
ント

国立国会図書館東京本館新
館（０５）設備改修実施設
計その他業務

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関2-1-2

平成18年1月4日 25,935,000
プロポーザル方式を採用し、提出された技術提案書を総合的に評価した結果、 も優れていると評価された者を
契約の相手方として特定し、随意契約するものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

291
㈱東畑建築事務所東京
事務所

警察総合庁舎別棟増築基本
設計業務

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関2-1-2

平成18年2月1日 18,060,000
プロポーザル方式を採用し、提出された技術提案書を総合的に評価した結果、 も優れていると評価された者を
契約の相手方として特定し、随意契約するものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

292 個人タクシー協同組合
一般乗用旅客自動車供給
一式

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月1日 4,678,130

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済性、利便
性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約する。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施（平
成１９年度以降企画
競争を実施）

単価
契約

293 個人タクシー協同組合
一般乗用旅客自動車供給
一式

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月30日 4,662,070

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済性、利便
性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約する。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施（平
成１９年度以降企画
競争を実施）

単価
契約

294 （株）グリーンキャブ
一般乗用旅客自動車供給
一式

奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月1日 7,240

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済性、利便
性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約する。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施（平
成１９年度以降企画
競争を実施）

単価
契約

295
独立行政法人国立印刷
局

官報公告等掲載
奥田　修一
大臣官房官庁営繕部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月1日 3,513,300

内閣府令「官報及び法令全書に関する内閣府令」第１条は、広告等は官報により掲載するのもとされ、これに基
づき、国（官報に関する指揮命令権を有する内閣府）は国立印刷局との間で「官報編集、印刷及び普及事務の委
託に関する契約」を結んでいる。よって広告等の掲載の依頼にあたり官報に掲載せざるを得ず、国立印刷局と契
約する（会計法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

単価
契約

296
東芝ソリューション
（株）

建設関連業者登録システム
機器賃貸借

丸山　博
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 3,289,545
本システムの機器においては当社が本システム用に独自開発した機能が組み込まれているため機器賃貸借できる
のは当社のみである。（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）

見直しの余地が
あり

競争入札に移行した
もの（17年度より一
般競争入札に移行）

297 日本ユニシス（株）
公共工事入札・契約適正化
システム運用支援業務

丸山　博
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 2,835,000

本業務で使用するデータは、「公共工事入札・契約システム」のデータを抽出し加工することとしており、デー
タは再び同システムへ反映できる形式であることが、工期・費用の両面から合理的といえる。当該業者は、同シ
ステムの設計・開発・運用支援を請負い、同システムを熟知しており、本業務を的確に遂行できる唯一の業者で
ある。（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施（19
年度より企画競争を
実施。）
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298 日本ユニシス（株）
公共工事入札・契約適正化
システム運用環境提供業務

丸山　博
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 3,528,000
平成１３年度から当該業者により、システムの運用環境が整備されており、同一環境で運用を行うことで、シス
テムの連続性が保たれる。また、初期構築を実施済みであるため、 小限の費用で業務の遂行が可能である。
（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施（19
年度より企画競争を
実施。）

299
東芝情報システム
（株）

建設労働需給調査集計分析
等作業

丸山　博
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 4,364,850

本調査は、建設技能労働者の需給状況等を職種別・地域別に毎月調査し、その結果を公表することにより、公共
事業をはじめとする建設工事に必要な労働力の円滑な確保に資するとともに、適切な建設労働対策を推進するた
めの基礎資料とすることを目的とする。その結果については遅滞なく公表する必要があることから、作業の迅速
性、正確性が求められ、現在のデータを分析する上で、過去のデータとの整合性が必要なこと、さらに調査内容
が全国ベースであり、地域別にも詳細な労働需給状況の集計データを限られた時間内で把握する必要があり、
データ集計作業においては、電子計算機及び業務プログラム等についての高度な技術が必要である。上記業者は
昭和３７年に設立され、コンピューター・ソフトウェアの開発、コンピューターによる情報処理サービス等を目
的とし、情報処理に関して豊富な専門知識と経験を有している。また、本調査は昭和５４年度より、上記業者に
集計分析等作業のプログラムを開発させ、調査事項の変更に応じて改善を加え、集計業務を行ってきたところで
あり、本調査の集計方法、内容に十分精通しているため、当該業務を実施するための唯一の請負先である。以上
の理由から、東芝情報システム株式会社と契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地が
あり

公募を実施（19年度
より公募を実施。）

300
東芝情報システム
（株）

平成１７年度主要建設資材
需給・価格動向調査集計及
び集計システム改修等業務

丸山　博
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 4,090,516

本業務は、建設工事に使用する主要建設資材の需給及び価格動向等の状況を毎月調査し、その結果を公表するこ
とにより、建設資材の安定供給に資すると共に、円滑な公共工事の執行及び建設資材対策を進めるための基礎資
料とする事を目的とする。本業務の実施に際しては、主要建設資材需給・価格動向調査のデータを毎月限られた
期間に迅速かつ正確に集計を行い、遅滞なく国土交通省に結果を提出する事が求められる。また、過去のデータ
との整合性が必要なこと、さらに調査内容が全国ベースであり、情報処理についての高度な専門知識と経験を有
していることが必要である。東芝情報システム株式会社は昭和３７年に設立され、コンピューター・ソフトウェ
アの開発、コンピューターによる情報処理サービス等を目的とし、情報処理に関して豊富な専門知識と経験を有
している。なお、上記業者は昭和５０年から本調査分析業務に携わっており、平成１４年度には集計結果のデー
タベース化や、都道府県数変更に伴うシステム改修、また、平成１５年度においても名簿等の改訂を行っている
ことから、本業務を迅速かつ的確に実施できる能力を有している唯一の請負先である。以上の理由から、東芝情
報システム株式会社と契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地が
あり

公募を実施（19年度
より公募を実施。）

301 個人タクシー協同組合
一般乗用旅客自動車供給
一式

丸山　博
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 18,525,420

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済性、利便
性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約する。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施（平
成１９年度以降企画
競争を実施）

単価
契約

302 （株）島田書店
図書購入
（１４件）

丸山　博
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年5月9日 1,433,344 （会計法第２９条の３第５項） 問題があるもの

競争入札に移行した
もの（18年度より２
者以上からの見積比
較を実施）

303
（株）建設電算セン
ター

第３５回下請代金支払状況
等実態調査電算処理業務

丸山　博
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年6月21日 3,237,615

本業務の実施に当たっては、建設業並びに建設業者に関する 新の企業情報（建設業許可情報及び経営事項審査
情報）を網羅的に把握していることはもちろんのこと、本業務に必要となる情報処理システムを有していること
が必要であり、このシステムの開発・運営は、建設業が重層下請構造であること等の特殊性を熟知していること
により、はじめて、業者選定、集計等、適正な情報処理業務が可能となるものであり、極めて専門的な技術・経
験を必要とするものである。　㈱建設電算センターは、建設業及び建設業者に係る情報の集計、処理に関する事
業等を目的として設立された会社であり、全国の建設業許可業者に関する 新の許可・経審等の情報の集計・処
理を一括して行っていること、本調査に必要な下請代金支払状況等実態調査集計処理システムを唯一保有してい
ることと同時に、本業務を行うにあたり必要な専門知識、ノウハウを持つ唯一の法人であることから随意契約を
行った。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地が
あり

競争入札に移行した
もの（18年度より一
般競争入札に移行）
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304 （株）野村総合研究所
今後の社会資本整備計画の
あり方に関する調査検討業
務

丸山　博
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月28日 4,725,000

本業務の実施にあたっては、社会資本ストックを定量化する観点から、事例の収集、論点の整理等を行うことが
必要とされ、具体的には、実務面では、公共事業の今後の推移、社会資本ストックの管理実態を把握する能力に
優れ、理論面では、社会資本ストックの推計を行うにあたって、必要に応じて学識経験者との連携を密にとりな
がら、調査検討を行うことができ、国土交通省所管の社会資本整備分野に対する研究実績に加え、現状の社会資
本整備重点計画を踏まえた、幅の広い、創造的な提案を行う能力が求められる。当業者は、これらの条件を全て
満たすとともに、平成１４年度には「将来の国土基盤の維持更新の需要推計調査」において、社会資本ストック
の維持管理・更新投資需要推計について、独自に開発した推計モデルでシミュレーションを行うほか、社会資本
ストックや公共投資の量を変数とし、地方経済と住民効用を 大化するプログラムであるＪ－ＭＡＰを開発する
など、社会資本ストックの定量化について精通する唯一の調査機関でもある。また、本調査は、平成１４年度の
「将来の国土基盤の維持更新の需要推計調査」の推計結果をベースにして、前提条件の一つである施設毎の耐用
年数の見直しや、コスト縮減効果の反映などを加味できるよう、推計モデルを高度に改良させ、 適な資源配分
を行うに際しての、精度の高い基礎データを入手することを目的としており、平成１４年度の調査において、実
際に推計作業をおこなった同社の知見を活用することは、必要不可欠である。以上の理由から、株式会社野村総
合研究所が、本調査検討業務を実施するために必要な専門的知見を有する唯一の請負先である。（会計法第２９
条の３第４項及び予算決算及び会計例第１０２条の４第３号）

見直しの余地が
あり

公募を実施（19年度
より公募を実施。）

305
（財）行政管理研究セ
ンター

平成１６年度政策評価レ
ポート

丸山　博
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年8月1日 945,000 （会計法第２９条の３第５項） 問題があるもの

競争入札に移行した
もの（18年度より２
者以上からの見積比
較を実施）

306 個人タクシー協同組合
一般乗用旅客自動車供給
一式

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月30日 21,339,860

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済性、利便
性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約する。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施（平
成１９年度以降企画
競争を実施）

単価
契約

307 （財）日本経済研究所

国土交通省関係事業におけ
る民間施設を併設するＰＦ
Ｉ事業のあり方検討調査業
務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月6日 23,179,000

本業務は、民間収益施設の合築・併設等、事業形態の多角化に資するスキームの導入が求められている中、今
後、ＰＦＩ事業の件数の増大、事業対象施設の多様化、参入事業者の増大が進むにしたがって、より民間のノウ
ハウの発揮の機会が求められることが予想されることに鑑み、民間施設を併設したＰＦＩについて、事業の効果
をより高めることができ、かつ、公共施設の適正な管理運営が確保されるＰＦＩ事業のあり方について検討する
ものである。本業務を行うためには、ＰＦＩ手法で実施する際の適切なリスク分担やＶＦＭの評価、事業スキー
ムの構築等についての知見を有した上で、公共施設と民間施設を併設した際のリスク分離の観点を踏まえ、公共
施設の機能面やＰＦＩ事業の事業性等、当業務実施における特有の課題を的確に分析し、その対応策について検
討する必要があることから、「国土交通省関係事業における民間併設型ＰＦＩ事業の実現可能性等の検討手法に
関する技術提案」を特定テーマとする簡易公募型プロポーザル方式による評価を実施することとした。公募の結
果、９社より技術提案があり、「予定技術者の経験及び能力」、「実施方針・実施フロー・工程表における実施
手順」、「特定テーマに対する技術提案における的確性、実現性」等について評価を行った結果、財団法人 日
本経済研究所の提案が他社に比して優位であるとの結果となったため、特定することとした。（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）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

308 （株）建設技術研究所
国土交通省関係事業におけ
るＰＦＩ方式のフォロー
アップ検討調査業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月6日 16,985,000

本業務は、国土交通省関係ＰＦＩ事業について、ＰＦＩ方式を活用することによるコスト縮減やサービス向上等
の効果について体系的に測定・評価し、民間のノウハウが発揮される分野・条件等について検討を行うととも
に、ＰＦＩ方式の活用による効果を増大するための事業スキーム等のあり方について検討を行うものである。本
業務を行うためには、ＰＦＩ手法で実施する際の適切なリスク分担やＶＦＭの評価、事業スキームの構築等につ
いての知見を有した上で、効果の定量的な評価の困難性等、当業務実施における特有の課題を的確に分析し、そ
の対応策について検討する必要があることから、「コスト縮減やサービス向上等の効果の評価方法に関する技術
提案」を特定テーマとする簡易公募型プロポーザル方式による評価を実施することとした。公募の結果、８社よ
り技術提案があり、「予定技術者の経験及び能力」、「実施方針・実施フロー・工程表における実施手順」、
「特定テーマに対する技術提案における的確性、実現性」等について評価を行った結果、株式会社 建設技術研
究所の提案が他社に比して優位であるとの結果となったため、特定することとした。（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）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

309 （株）長大

国土交通省関係事業におけ
る社会的影響リスクの適正
な分担・管理方策に関する
検討調査業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月6日 14,699,000

本業務は、国土交通省関係事業が、大規模なもの、事業期間の長いもの、周辺環境への影響の大きいもの等、代
替性が小さく、当該事業の整備・運営の効果が波及的に広がっていくことにより、社会的に大きな影響を及ぼす
ものが多いことを鑑み、その特有なリスクを整理・分析し、回避や低減等対応方策の検討、当該リスクを有する
事業の適切なリスク分担、事業スキームのあり方等を検討するものである。本業務を行うためには、ＰＦＩ手法
で実施する際の適切なリスク分担やＶＦＭの評価、事業スキームの構築等についての知見を有した上で、社会影
響リスクの特性を把握し、定量的なリスクの困難性等、当業務実施における特有の課題を的確に分析し、その対
応策について検討する必要があることから、「国土交通省関係事業における社会的影響リスクの抽出・分析手法
に関する技術提案」を特定テーマとする簡易公募型プロポーザル方式による評価を実施することとした。公募の
結果、８社より技術提案があり、「予定技術者の経験及び能力」、「実施方針・実施フロー・工程表における実
施手順」、「特定テーマに対する技術提案における的確性、実現性」等について評価を行った結果、株式会社
長大 東京支社の提案が他社に比して優位であるとの結果となったため、特定することとした。（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）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

310 日本電気（株）
下請代金支払状況等実態調
査結果に係る情報交換シス
テムの機能拡充

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月4日 31,500,000

本業務では、現在稼働中の情報交換システム（不良不適格業者データベース）の運用に影響を及ぼすことなく、
「下請代金支払状況等実態調査」の調査結果から抽出される不適正な契約や代金支払を行っていた建設業者の
データを一元的に検索する機能をを付加することが不可欠であり、日本電気はこれまで既存の情報交換システム
に関して、システムの構築及び改良を請負い、当該システムの構成を詳細に熟知しており、他のシステムの運用
に影響を与えずに本業務を迅速かつ適確に実施できる企業であることから。（会計法第２９条の３第４項、政府
調達に関する協定　第１５条第１項ｄ、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令　第１３条第１
項第２号）

その他
公募を実施（19年度
より公募を実施。）

311 三菱総合研究所
公拡法による先買い土地の
有効活用に関する調査検討
業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月17日 8,998,500

本業務の実施にあたっては、全国の土地開発公社の長期保有土地にかかる現状分析手法及び公拡法等の個別法に
関する専門的知識及び個々の保有土地の状況分析や当該分析結果にもとづく総合的な政策提言等を行い得る専門
的技能等が必要である。同社においては、土地の有効活用等に関するコンサルティング業務など行政部門におけ
る事業実績及び専門的技能を有しているほか、土地開発公社が保有土地の活用に係る事業実績を有し、その蓄積
されたデータ等を活用することが必要不可欠であるため随意契約によることとした。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施（19
年度より企画競争を
実施。）

312 （株）日本総合研究所
経済連携協定（EPA）対応
等建設市場課題検討事業
（アジア・インフラ）

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月17日 9,400,000

本事業は、経済連携協定(EPA)締結後の建設市場をにらんで、我が国建設業がインドやインドネシア等のアジア
各国においてＢＯＴ・ＰＰＰ手法によるインフラ整備事業に取り組むための方策を、世界銀行等の動向も分析し
ながら、特に非プロジェクト・リスクに焦点を当てて、とりまとめることを目的とする。そのため、本事業を本
年度以内に遂行するには、以下の調査検討実績やそれに携わった組織・人材を有していることが不可欠である。
① アジア地域における建設市場環境とアジア地域に進出する我が国建設業について調査検討実績があること②
インドやインドネシア等のアジア各国における経済・市場分野において調査検討実績があること③ ＢＯＴ・Ｐ
ＰＰ手法によるインフラ整備事業について調査検討実績があること④ 国際協力銀行や世界銀行等の動向につい
て調査検討実績があること⑤ 非プロジェクト・リスクに対する金融手法の調査検討実績があること。株式会社
日本総合研究所は、上記①については、国土交通省「わが国建設業の海外競争力強化方策」・「わが国建設業の
海外市場戦略」を、上記②については、経済産業省「日印経済関係深化のための分野別研究調査」・「ＦＴＡ交
渉に係るＡＳＥＡＮ投資環境調査」、上記③については、公益法人「海外建設分野の民活インフラ事業の課題と
可能性調査」、上記④については、国際協力銀行「発掘型案件形成調査」、上記⑤については、公益法人「民活
インフラ事業のリスクの所在と負担のあり方」・「途上国におけるインフラ整備民活プロジェクトの動向とわが
国の対応」等の他省庁・地方公共団体や公益法人等からの多くの調査検討実績やそれに携わった組織・人材を有
している。特に、上記①は本事業についての基礎的な条件であるが、国土交通省の過去５年間における調査検討
の中で、唯一実績を有する法人である。また、同研究所は、海外ネットワークを有しており、特にアジア地域の
プロジェクト・ファイナンスの調査検討実績が第１位であることは海外からも評価され、これらの調査検討の実
績や各種データの蓄積は、本業務の効率的かつ効果的な実施に極めて有用であるだけではなく、我が国建設業が
事業参画できうる方策のよりよい構築に必要である。したがって、株式会社日本総合研究所は、上記①から⑤の
要件を全て満たし、本事業を短期間で的確に実施できる唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施（19
年度より企画競争を
実施。）

313
（株）ＮＴＴデータ経
営研究所

地球環境問題調査検討（Ｃ
ＤＭセミナー）

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月2日 4,042,500

社会資本整備分野におけるＣＤＭとしては、例えば下水処理施設におけるバイオガス等のエネルギー活用事業等
が考えられるところ、これらの事業については社会資本の整備という特殊性等から具体的な事業化に向けた検討
等を行っている企業は少なく、従ってこれらに関する高度な知見・経験を有する企業は極めて少ない状況にあ
る。ＮＴＴデータ経営研究所は下水汚泥のエネルギー活用に向けた検討業務など社会資本整備分野における環境
技術に関する検討業務実績を数多く有するとともに、過去にも検討事業を当省から委託して実施しており、社会
資本整備分野における環境技術・ＣＤＭについて高度な知見・経験を有する唯一の企業といえる。加えて、本業
務は国土交通省が過去に実施した検討業務において、調査検討を終えた社会資本整備分野の有望なＣＤＭプロ
ジェクト案件について、インドネシア政府及び建設業者等に対してセミナーを行うとともに、インドネシアにお
ける有望な案件に関する情報の収集・提供、また現地の建設業者等とのビジネスマッチング等を実施すること
で、社会資本整備分野におけるＣＤＭプロジェクトの案件形成の支援を目的とするものであり、社会資本整備分
野の有望なＣＤＭプロジェクト案件に係る過去の検討業務の内容等について熟知していることが不可欠の条件と
なる。以上の理由のとおり、株式会社ＮＴＴデータ経営研究所は本事業を的確に実施できる唯一の法人であるこ
とから、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施（19
年度より企画競争を
実施。）
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314
（株）ＮＴＴデータ経
営研究所

地球環境問題調査検討（国
際セミナー）

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月2日 4,462,500

株式会社ＮＴＴデータ経営研究所は、「ＮＴＴグループにおける温暖化防止対策に関する調査～ＣＤＭを中心に
～」というプロジェクトを受注し、ＣＤＭに関する調査研究を他社に先駆けて行い、また、ＣＤＭ等により獲得
された日本の温室効果ガスの排出権を管理する国別登録簿の開発に参加している。一方で、同研究所は、環境ナ
レッジサービス（一部上場企業約２００社に対し、環境に関する国内外の 新の規制情報、ビジネス情報をリア
ルタイムに提供するサービス）「エコロジー・エクスプレス」を早くから運営するなど、地球温暖化に関する政
策動向、ビジネス動向についてトップクラスの情報発信・収集体制を構築しており、国内外の課題やその対応策
について精通している。また、同研究所は、環境分野の新ビジネスの創出をテーマとした、環境分野の第一線の
学識経験者で構成される「環境情報懇談会」を運営し、環境ビジネス創出のノウハウと環境分野における有識者
とのネットワークを有している。社会資本整備分野のＣＤＭとしては、例えば下水処理施設におけるバイオガス
等のエネルギー活用事業やダム再生事業、交通システム事業等が考えられるが、これらの事業については社会資
本の整備という特殊性等から具体的な事業化に向けた検討等を行っている企業は少なく、これらに関する高度な
知見・経験を有する企業は極めて少ない状況である。本業務は、国土交通省が過去に実施した検討事業におい
て、調査検討を終えた社会資本整備分野の有望なＣＤＭプロジェクト案件について、インドネシア政府及び建設
業者等に対してセミナーを行うとともに、インドネシアにおける有望な案件に関する情報の収集提供、また、現
地の建設業者等とのビジネスマッチング等を実施することで、ＣＤＭプロジェクト案件形成の支援を目的とする
ものであり、社会資本整備分野における環境技術・ＣＤＭについて高度な知見・経験を有することはもとより、
社会資本整備分野の有望なＣＤＭプロジェクト案件に係る過去の検討業務の内容等について熟知していることが
不可欠の条件となる。したがって、株式会社ＮＴＴデータ経営研究所が本事業を的確に実施できる唯一の法人で
ある。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施（18
年度より企画競争を
実施。）

315 日本電気（株）
情報交換システムの低入札
情報に係る機能拡充

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月6日 14,175,000

本業務では、現在稼働中の情報交換システム（不良不適格業者データベース）の運用に影響を及ぼすことなく、
公共工事で低入札を行っている建設業者のデータを一元的に検索する機能を付加することが不可欠であり、日本
電気はこれまで既存の情報交換システムに関して、システムの構築及び改良を請負い、当該システムの構成を詳
細に熟知しており、他のシステムの運用に影響を与えずに本業務を迅速かつ適確に実施できる企業であることか
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）

見直しの余地が
あり

公募を実施（19年度
より公募を実施。）

316
東芝情報システム
（株）

公共事業労務費調査（平成
１７年１０月調査）集計業
務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月20日 1,992,375

本業務は、平成17年10月に実施した公共事業労務費調査（以下、「労務費調査」）のデータを集計し、平成18年
度公共工事設計労務単価（基準額）を設定するための基礎資料（職種別賃金及び労働時間等）を作成するもので
ある。労務費調査は、建設労働者に対する賃金の支払い実態を労働基準法で調製、保存が義務づけられている賃
金台帳をもとに調べるものである。本業務を実施する者は以下の要件を満たす必要がある。①約13万人のデータ
を限られた期間内に迅速かつ正確に処理して必要な資料を作成するため、情報処理について高度な専門知識と経
験を有していること。②労務費調査の手法、データ内容についての知識を十分に持っており、本年度労務費調査
における調査項目の変更等に伴う電算プログラムの改良に対応した迅速かつ的確な集計を実施できる能力を有し
ていること。③単価設定のための集計手法を熟知しているとともに、単価設定の変更等に伴う電算プログラムの
改良に迅速かつ的確に対応できる高度な専門知識と技術を有していること。④賃金に関する個人情報の守秘義務
を果たす信頼性があること。東芝情報システム株式会社は昭和37年に設立され、コンピューター・ソフトウエア
の開発、コンピューターによる情報処理サービス等を目的とし、情報処理に関して豊富な専門知識と経験を有し
ている。東芝情報システム株式会社は、旧建設省時代の昭和50年度に本プログラムを開発し、その後、調査内容
及び集計内容の変更にともなうプログラムの改良を行うとともに、集計業務を毎年度迅速かつ的確に実施し、労
務費調査の手法、データ内容及び当該電算プログラムに十分精通しているうえ、データの取り扱いについても、
厳正に対応してきた実績があり、高い信頼性を有している唯一の請負先である。以上のとおり、本業務について
東芝情報システム株式会社と随意契約を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第３号）

見直しの余地が
あり

公募を実施（19年度
より公募を実施。）

317 （株）博報堂
平成１７年度　グローバル
マッピングプロジェクト広
報業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月20日 9,975,000

本業務を行うためには、様々な方法を活用し的確な対象に対し、実効性がありかつ効果的な広報方法を検討する
必要があることから、「マスメディア及び著名人を活用した広報」、「地理教育分野における広報」、「ホーム
ページを通じた広報」を特定テーマとする簡易公募型プロポーザル方式による技術提案を公募し、審査したとこ
ろ株式会社博報堂の提案が優秀であるとの結果となったため、当該業務の実施者として選定したものである。
（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）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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318 （株）野村総合研究所
「地域コミュニティと避難
対策」に関する調査検討業
務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月21日 15,330,000

本業務においては、地域の防災力を高める方策等を地域コミュニティの観点から探ることとしていることから、
地域における防災の現状と地域コミュニティの役割についての豊富な専門的知見を有することが必要不可欠であ
るとともに、地域住民を対象とした、地域における防災と地域コミュニティに関する大規模かつ広範な意識調査
を円滑かつ的確に実施し、調査結果の迅速かつ適正な集計・分析を行う必要がある。また、本調査の結果につい
ては、年度内に閣議配布する予定である平成１７年度国土交通白書第Ⅰ部（総論）で活用する予定であることか
ら、短期間での作業が求められている。当業者は、これらの条件を十分満たしているととも　　に、政府の中央
防災会議における防災基本計画や首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型
地震に関する専門調査会において、資料の作成や答申案の作成等の事務機能を担っており、また、や奈良県、福
井市等の地域における防災対策の調査研究等も行っていることから、地域における防災と地域コミュニティにつ
いての十分な専門的知　　見を有している。また、地域住民を対象とした意識調査については、業界 大級の規
模（約３８万人）と高い質を誇るインターネットリサーチサービス「TrueNaviモニター」を活用し、短期間で十
分処理する能力を有している。以上のことから、本業務を短期間で適切に遂行するには、上記の専門的知見及び
能力を有することが必要不可欠であるため、株式会社野村総合研究所と随意契約を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施（19
年度より企画競争を
実施。）

319
（株）都市未来総合研
究所

不動産投資市場等調査
竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月23日 5,504,856

１. 本業務は、不動産証券化市場の動向を調査する業務である。その市場は平成１６年度末において累計２０兆
円規模に達し、現在も順調に発展しており、特に、Ｊリート市場においては、新規参入企業が続出するととも
に、その対象となる資産の多様化（住宅、ホテル、物流施設等）が見込まれている。このように刻々と変化を続
ける不動産証券化市場の状況に対し、今後の不動産証券化市場の整備を促進するためには不動産証券化市場の総
合的な調査を実施する必要がある。具体的には、①不動産投資市場調査、②不動産証券化市場の拡大・適正化方
策の調査について実施するものとする。２. 株式会社都市未来総合研究所は、安田信託銀行（現みずほ信託銀
行）により、都市・地域及び新事業開発に関するノウハウの蓄積と充実を図るとともに、都市に関わる諸問題に
ついて業際的・学際的立場から調査研究を行い、官公庁や民間機関等の要請に応えることを目的として、１９８
７年に設立された。主な研究分野と実績としては、不動産の流動化および投資環境に関する調査研究、アセッ
ト・マネジメントおよびプロパティ・マネジメントに関する調査研究、事業開発に関する調査研究等が挙げられ
る。当社は、官公庁及び民間企業から数多くの調査研究を受託した実績を有し、問題の解決、政策提案の支援を
行っている。具体的には、経済産業省経済産業政策局「不動産所有と減損会計への対応に関する調査研究」（平
成１５年度）、内閣府都市再生本部「都市再生に関する政策課題に関する調査」、国土交通省土地・水資源局
「企業の資産マネジメントと土地購入・売却に関する調査」（平成１３年度）など数多くの実績を有し、かつ、
多くの民間企業からの不動産証券化に関する調査の受託実績も認められる。また当社は金融系のシンクタンクで
あることから金融に関するノウハウ・能力も認められる。　３. 本業務については、不動産証券化に係わる、不
動産と金融の双方に関する専門的な知識と、不動産証券化に関する調査の経験及び人的ネットワークが不可欠で
ある。また当該知識、経験、人的ネットワークを有し、詳細な調査・検討を併せ行うことができる唯一の法人で
ある。以上の理由により、株式会社都市未来総合研究所と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第
４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施（19
年度より企画競争を
実施。）

320
（株）日本能率協会総
合研究所

建設発生木材のリサイクル
促進検討調査業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月25日 29,610,000

建設発生木材については、建設リサイクル法において、再資源化等を義務づけた特定建設資材廃棄物に指定され
ているが、他の特定建設資材廃棄物であるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊と比較すると再資源
化率は低く、また、建設発生木材が不適正処理されて社会問題になっている地域があるなど、リサイクルの推進
が強く求められている品目のひとつである。 このため、国土交通省では、千葉県をモデルとして平成１７年１
０月に「千葉県における建設発生木材リサイクル促進行動計画」（以下「千葉モデル」という。）を策定したと
ころであるが、今後、さらに、この行動計画に準じて各地域における特性を踏まえて、地域ごとの建設発生木材
リサイクル促進行動計画を策定することとしている。このような趣旨に基づき、本業務では、地域における建設
発生木材リサイクル促進行動計画の策定に資する資料を作成することを目的とするものである。 特に建設発生
木材は、行政、排出事業者、収集運搬業者、産業廃棄物処理業者等の各業界が関係しており、また、その再生品
が建設業界に限らず、製紙、農業などの広範にわたっていることから、これらの業界に関する広範囲の高度な知
識と豊かな経験が必要である。したがって、本業務は、担当技術者の知識や経験などを評価して業者を選定でき
る技術者評価型標準プロポーザル方式により発注することが適切と考えられるため、技術者評価型標準プロポー
ザル方式に係る手続きを進めたところである。この結果、６社から技術提案があり、「予定技術者の経験及び能
力」、「実施本心等の理解度及び実施手順」、「特定テーマに対する技術提案における的確性、実現性、独創
性」等を評価した結果、株式会社日本能率協会総合研究所の提案が他社に比して優位であると認められたため、
この業者を特定することとした。（会計法第２９条の３第４項）（予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

321
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ

建設業におけるグリーン経
営促進に関する評価検討業
務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月1日 8,400,000

本業務は、中小事業者も含めた建設業全体における環境に配慮した経営を促進するため、環境保全活動を容易か
つ自主的に環境配慮の取組ができる制度を構築することを目的としている。株式会社オリエンタルコンサルタン
ツは、全国的規模の総合コンサルタントであり、ISO14001認証取得や環境マネジメントシステムに関する業務等
の環境管理システムの支援業務において９０件以上の実績があることから、既存の環境配慮に関する制度及び運
用状況・取組状況に関する豊富な経験と知識を有している。また同業者は、平成１６年度に本業務に関連する唯
一の業務を受託しており、より実効性の高い方策を的確に検討することが可能な唯一の業者である。これらのこ
とから、株式会社オリエンタルコンサルタンツは、本業務を的確に遂行するにあたり必要な高度な経験及び知識
を有する唯一の業者である。（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
あり

企画競争を実施（19
年度より企画競争を
実施。）
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322 ＮＰＯ危機管理機構
米国政府機関における業務
継続計画と協力業者の役割
に関する調査

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月7日 4,899,510

「業務継続」という概念は、我が国ではまだ極めて歴史が浅く、平成17年８月１日に中央防災会議「民
間と市場の力を活かした防災力向上に関する専門調査会」企業評価・業務継続ワーキンググループから
「事業継続ガイドライン 第一版」が公表されるとともに、同年９月12日に「自己評価項目表」がとり
まとめられたばかりであって、これから、上記ガイドラインの充実を図りつつ、広くその意義を周知
し、取組を進めていこうとする段階にある。そして、このような現段階においては、本業務を行い得る
ような専門家がほとんど存在しておらず、専門家層の充実を図ることを目的としたＮＰＯ法人設立の動
きがようやく始まったばかりの状況にある。本業者は、国内外の災害危機管理に関する情報の提供を行
うことを設立目的とし、特定非営利活動に係る事業として、国内外で行われている災害危機管理に関す
る調査・研究事業を行っているが、とりわけ、米国の事業継続推進組織であるＤＲＩＩ（Disaster
Recovery Institute international）の日本代表事務所の地位も得ており、米国における事業継続とい
う新しい概念に焦点を絞ったセミナーや研究会を古くから多数開催するなど、我が国で米国における事
業継続の豊富な知見が蓄積された唯一の法人となっている。なかでも、米国における取組状況について
の知見は、同機構の理事 ナターン・リー・ローデン氏及び同理事・事務局長 細坪信二氏が調査研究を
重ね、その右に出る者はいないと専門家の間で評されるなどその優秀な研究能力が認められるところで
ある。さらに、ＮＰＯ法人として認証申請中である事業継続推進機構（事業継続の取組に関する数少な
い専門家等を中心に構成され、事業継続の取組を指導・支援し、調査研究する我が国唯一の団体）が活
動を開始しているが、両名はその理事であり、細坪氏はその事務局長を兼ねている。したがって、同機
構に所属する事業継続の専門家等の幅広い協力を円滑かつ機動的に得ることも期待できる。本業務を進
めるに当たっては、米国政府機関の中でも我が国の国土交通省に相当する機関において実際に策定され
ている事業継続計画の具体的内容を詳細に調査するに際し、米国政府における事業継続に向けた取組状
況についての深い見識の上に立って専門的な情報収集が迅速にできる能力が必要であり、危機管理対策
機構並びにローデン氏及び細坪氏の有する知見及び専門家ネットワークは欠かすことができない。以上
のことから、特定非営利活動法人 危機管理対策機構は、本調査研究業務を実施し得る唯一の業者であ
る。（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）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施（19
年度より公募を実
施。）

323 （株）三菱総合研究所
人口減少傾向が顕著な市町
村における社会資本整備費
の推移に係る調査検討業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月8日 5,985,000

本業務を行うためには、今後予想される我が国全体の人口減少傾向と同じような傾向で既に人口が減少している
市町村を選定した上で、人口減少等と社会資本整備費の相関関係を検討する必要があることから、「人口減少傾
向が顕著な市町村（１００団体程度）の選定基準、着眼点、選定方法等」及び「人口減少、高齢化及び少子化と
社会資本整備費の相関関係について、調査・検討の着眼点、手法等」を特定テーマとする簡易公募型プロポーザ
ル方式による技術提案を公募し、審査することとした。公募の後、提出された技術提案について、「予定技術者
の経験及び実績」、「実施方針、実施フロー及び工程表」、「特定テーマに対する技術提案」の観点から評価を
行った結果、株式会社三菱総合研究所の提案が優秀であるとの審査結果となったため、当業者を選定することと
した。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

324
三菱ＵＦＪリサーチ＆
コンサルティング
（株）

海外における行政評価制度
の定着課程に関する調査

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月16日 9,795,555

我が国の行政評価は、地方自治体を先駆として、国においても平成１４年の行政評価法の施行により本格的に実
施され、今日まで着実な実施と改善が図られてきているところである。しかしながら、課題も多く、政策立案過
程における活用とそれに続く予算等組織と資源配分との連携について、未だ不十分なものと言わざるを得えない
状況にあり、今後とも一層の改善が必要とされている。一方、諸外国においては、特にアメリカ・イギリス等で
は１９９０年代初めから本格的な行政評価が制度として定着しており、予算・人事管理・規制の導入等に関し、
積極的に活用されているところである。ただし、諸外国においても、行政政策評価制度の導入時から直ちに効果
が発揮さけた訳ではなく、数多くの実践と研究、これらを踏まえた様々な改善努力により今日の姿になってきた
ものと考えられ、国土交通省における政策評価制度の拡充に関する改善策の策定及び制度運用に資するため、そ
の定着過程を調査・分析するものである。したがって、本調査業務は、政策評価の先進国であるアメリカ・カナ
ダ・イギリス等国内外の政策評価制度について、多岐にわたる事例を収集し分析する能力が求められるととも
に、幅広い知見を持った実証的・専門的能力が必要とされる。このことから本業務は、担当技術者の知識や経
験・本業務のテーマについての検討方法について評価し、業者を選定できる簡易公募型プロポーザル方式により
発注することが適切と考えられ、手続きを行ったところである。その結果、２社から技術提案があり、「予定技
術者の経験及び能力」・「実施方針等の理解度及び実施手順」・「特定テーマに対する技術提案における的確
性・実現性・独創性」等を評価した結果、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社が他社に比して優位
であり、本調査業務を行うにあたっての能力を有する法人は、同社しかおらず、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

325 （株）ぎょうせい
平成１７年度国土交通白書
作成業務

竹歳　誠
総合政策局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月17日 5,900,000

「国土交通白書」は、国土交通行政に関する年次報告であり、各府省間での協議を経て、閣議及び事務次官等会
議において配布するものである。国民一般から行政実務に携わる者まで広い範囲の読み手を対象に国土交通行政
の姿をわかりやすく伝える役割を持ち、重要な位置付けのものである。また、作成に際しては、与党部会への報
告や閣議配布など、行政特有の手続を経ることを要する上、これらの手続の過程で生じる修正等に迅速に対応す
ることが求められる。本業務を行うためには、充実した業務体制、高い技術力、厳密な作業日程管理等が必要で
あることから、簡易公募型プロポーザル方式による提案書を公募し、審査することとした。公募の後、提出され
た提案書について「業務の経歴」、「業務の実施体制」、「技術力」及び「作業のスケジュール」の観点から評
価を行った結果、株式会社ぎょうせいの提案が優秀であるとの審査結果となったため、当該業務の実施者として
株式会社ぎょうせいを選定することとした。（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）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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326
（財）日本野鳥の会
渋谷区初台１－４７－
１

平成１７年度「全国野鳥観
察ネットワーク」によるＧ
ＩＳ利用の定着に関する調
査

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月28日 24,999,450

本調査は、社会と生活へのＧＩＳ利用の定着を図ることを目的として実施する「ＧＩＳ利用定着化事業」におけ
る「ＧＩＳ利用の定着化に関する実証調査」（以下　実証調査という。）として平成15年度から平成17年度の
３ヵ年事業として行うものであり、今年度は 終年度である。実証調査を行うに当たっては、提案者において当
該提案を実施することを前提として平成15年度に企画提案の募集を行い、200件以上応募のあった企画提案の中
から、学識経験者等により構成した審査委員会において「国民生活に密着した場面で、ＧＩＳ利用の必然性が高
い（高くなる）テーマか」、「実証調査の具体性や実現性が高いか」、「社会的なインパクトの大きい有効な周
知方法を含んでいるか」、「誰もが利用可能な機器やソフトウェア、普遍的かつ入手容易な地図データを用いて
いるか」等の観点から、優れた企画提案を選定した。本調査は、「《自然・環境のテーマに関連して日常生活で
も身の回りで楽しむことができ、一般にも広く認知されている「バードウォッチング」をテーマとした企画で、
一般国民へのインパクトが大きい。また、企画提案者の財団法人 日本野鳥の会は、多数の会員組織を有した組
織であり、システム、地図データを既に全国規模で整備完了しており、「ツバメサミット」等で全国展開でき
る。」という点が評価された企画提案（企画提案名：「全国野鳥観察ネットワーク」、企画提案者：財団法人
日本野鳥の会）に基づいて実施するものである。よって、本調査を遂行できる唯一の団体は、審査委員会にて選
定された企画を提案した財団法人 日本野鳥の会であり、同法人と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３
第４項）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

327
国際航業（株）東京支
店　千代田区６番町２
番地

平成１７年度「みんな調べ
て発表して交流する教育用
ＷｅｂＧＩＳ」によるＧＩ
Ｓ利用の定着に関する調査

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月28日 24,999,450

本調査は、社会と生活へのＧＩＳ利用の定着を図ることを目的として実施する「ＧＩＳ利用定着化事業」におけ
る「ＧＩＳ利用の定着化に関する実証調査」（以下　実証調査という。）として平成15年度から平成17年度の
３ヵ年事業として行うものであり、今年度は 終年度である。実証調査を行うに当たっては、提案者において当
該提案を実施することを前提として平成15年度に企画提案の募集を行い、200件以上応募のあった企画提案の中
から、学識経験者等により構成した審査委員会において「国民生活に密着した場面で、ＧＩＳ利用の必然性が高
い（高くなる）テーマか」、「実証調査の具体性や実現性が高いか」、「社会的なインパクトの大きい有効な周
知方法を含んでいるか」、「誰もが利用可能な機器やソフトウェア、普遍的かつ入手容易な地図データを用いて
いるか」等の観点から、優れた企画提案を選定した。本調査は、「《教育分野での企画において発展性のある学
習プログラムの開発を目指しており、教育現場との協力のもと、地域に密着しつつ開発を進める体制が構築され
ている。」という点が評価された企画提案（企画提案名：「みんなで調べて発表して交流する教育用ＷｅｂＧＩ
Ｓ」、企画提案者：国際航業株式会社）に基づいて実施するものである。よって、本調査を遂行できる唯一の団
体は、審査委員会にて選定された企画を提案した国際航業株式会社であり、同社と随意契約を締結する。（会計
法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

328
（財）藤沢市産業振興
財団　神奈川県藤沢市
藤沢１０９番

平成１７年度「誰もが使え
て仕事も生み出すＧＩＳ：
地図ホームページ」による
ＧＩＳ利用の定着に関する
調査

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月28日 24,999,450

本調査は、社会と生活へのＧＩＳ利用の定着を図ることを目的として実施する「ＧＩＳ利用定着化事業」におけ
る「ＧＩＳ利用の定着化に関する実証調査」（以下　実証調査という。）として平成15年度から平成17年度の
３ヵ年事業として行うものであり、今年度は 終年度である。実証調査を行うに当たっては、提案者において当
該提案を実施することを前提として平成15年度に企画提案の募集を行い、200件以上応募のあった企画提案の中
から、学識経験者等により構成した審査委員会において「国民生活に密着した場面で、ＧＩＳ利用の必然性が高
い（高くなる）テーマか」、「実証調査の具体性や実現性が高いか」、「社会的なインパクトの大きい有効な周
知方法を含んでいるか」、「誰もが利用可能な機器やソフトウェア、普遍的かつ入手容易な地図データを用いて
いるか」等の観点から、優れた企画提案を選定した。本調査は、「《まちづくりへのＧＩＳの活用をテーマとす
る企画のなかで、自立的・発展的な展開を実現するモデルの構築と実証を提案している。また、市民参加や関係
団体、行政との協働体制が既に構築されていることから、実証調査の実効性が高い。」という点が評価された企
画提案（企画提案名：「誰もが使えて仕事も生み出すＧＩＳ：地図ホームページ」、企画提案者：財団法人 藤
沢市産業振興財団）に基づいて実施するものである。よって、本調査を遂行できる唯一の団体は、審査委員会に
て選定された企画を提案した財団法人 藤沢市産業振興財団であり、同法人と随意契約を締結する。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

329

（財）阪神・淡路大震
災記念協会　兵庫県神
戸市中央区脇浜海岸通
１－５－２

平成１７年度「阪神・淡路
大震災″わたしたちの復
興″プロジェクト」による
ＧＩＳ利用の定着に関する
調査

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月28日 24,999,450

本調査は、社会と生活へのＧＩＳ利用の定着を図ることを目的として実施する「ＧＩＳ利用定着化事業」におけ
る「ＧＩＳ利用の定着化に関する実証調査」（以下　実証調査という。）として平成15年度から平成17年度の
３ヵ年事業として行うものであり、今年度は 終年度である。実証調査を行うに当たっては、提案者において当
該提案を実施することを前提として平成15年度に企画提案の募集を行い、200件以上応募のあった企画提案の中
から、学識経験者等により構成した審査委員会において「国民生活に密着した場面で、ＧＩＳ利用の必然性が高
い（高くなる）テーマか」、「実証調査の具体性や実現性が高いか」、「社会的なインパクトの大きい有効な周
知方法を含んでいるか」、「誰もが利用可能な機器やソフトウェア、普遍的かつ入手容易な地図データを用いて
いるか」等の観点から、優れた企画提案を選定した。本調査は、「《防災・安全分野における企画の中で国民的
関心の高い「阪神・淡路大震災」をテーマとしていること。また、被災経験者（市民）の体験をＧＩＳを通じて
収集・発信するプロセスを通じて、幅広い市民が実際にＧＩＳを利用する。」という点が評価された企画提案
（企画提案名：「阪神・淡路大震災“わたしたちの復興”プロジェクト」、企画提案者：財団法人 阪神・淡路
大震災記念協会 人と防災未来センター）に基づいて実施するものである。よって、本調査を遂行できる唯一の
団体は、審査委員会にて選定された企画を提案した財団法人 阪神・淡路大震災記念協会 人と防災未来センター
であり、同法人と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の
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330
（株）日本総合研究所
千代田区一番町１６番

平成１７年度ＧＩＳ利用定
着化の推進に関する調査

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月28日 30,041,500

本調査は、社会と生活へのＧＩＳ利用の定着を図ることを目的として実施する「ＧＩＳ利用定着化事業」におけ
る「ＧＩＳ利用定着化の推進に関する調査」として平成15年度から平成17年度の３ヵ年事業として行うものであ
り、今年度は 終年度である。　本業務の遂行に当たっては、地理情報システム（ＧＩＳ）の普及の現状と課題
を把握していること、ＧＩＳに係る公募型事業の支援に対するノウハウを有していること、ＧＩＳ利用定着化事
業全体に精通していることが必要である。　株式会社日本総合研究所は、平成13年度にＧＩＳモデル地区実証実
験の一環として実施した「統合型GISの普及に向けた空間データ更新手法に関する実証実験(総務省)」等におい
て、ＧＩＳの各分野における普及の現状と課題を幅広く把握している。また、同社は、通信・放送機構の実施し
た公募事業、「一般家庭・教育分野におけるＧＩＳアプリケーション開発事業(国土計画局)」を受託するなど
し、公募型事業の審査支援に精通し、ノウハウを有している。さらに、同社は「ＧＩＳ利用定着化事業」に関す
る実証調査の公募段階から本業務を受託しており、公募企画案の審査の経緯、各実証調査の調査内容、実施団体
の業務内容等の全てを把握している。このように豊富な実績と知識を有し、かつ高い信頼を得ている株式会社日
本総合研究所が本業務を円滑に遂行できる唯一の企業であり、よって同社と随意契約を締結する。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

331
日経メディアマーケ
ティング（株）　千代
田区大手町１－９－５

日経ＮＥＥＤＳデータバン
クの利用（国土計画局）

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年6月10日 4,935,000

本件は，国土情報整備室が国土計画の企画・立案業務の支援に資するために収集し，国土情報データベースへ登
録している国土情報のうち，日経ＮＥＥＤＳデータバンク（以下，「本データバンク」という）のデータについ
て，平成１７年度も利用するために実施する。国土情報データベースには，国土計画の企画・立案業務の支援を
目的に，人口，就業構造，産業構造，消費構造，財政等の幅広い分野のデータを収録している。これらのデータ
は，精度及び鮮度の面で高い信頼性を備えている必要があるとともに，時系列分析の用途も多いことから，時系
列化され，かつ，市町村合併等の改編状況が過去のデータに対しても反映されていることが必須となる。本デー
タバンクは，日本経済新聞社が持つ情報収集ネットワークにより収集した人口，就業構造，産業構造，消費構
造，財政等の幅広い分野のデータについて過去数十年にわたり整備され，市町村合併等の改編状況を過去のデー
タにも反映させている。また，地方財政や貿易等の一部のデータについては，日本経済新聞社が独自に調査した
ものや複数の資料を一つに再構成されている。国土計画局では，旧国土庁当時から本データバンクを継続的に利
用しており，そのデータは高い信頼性を得ている。さらに，本データバンクが独自のデータを有することから，
利用者の利便性及び国土情報データベースに収録されているデータとの整合性の確保のためには，本データバン
クを引き続き利用する必要がある。また，本データバンクを取り扱う日経メディアマーケティング株式会社は，
日本経済新聞社が電子メディア事業の中核会社として設立したもので，本データバンクを取り扱う唯一の会社で
ある。以上のことから，本データバンクの提供元として選定できるのは日経メディアマーケティング株式会社の
みであり，よって同社と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

332
（株）三菱総合研究所
〒100-8141千代田区大
手町２－３－６

平成１７年度国土の長期展
望に関するデータ収集・分
析調査

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年6月16日 4,725,000

21世紀に入っても地球環境問題の深刻化、グローバリゼーションの進展、テロリズムの台頭など、地球レベルで
の深刻な問題は一向に衰えることはなく、これまでの経済成長を至上目標とすることの限界は、今や誰の目にも
明らかといえる。そのような状況の中で、日本の人口は2006年をピークに減少することがほぼ確定的となり、国
土計画のあり方についても新たな視点が必要な時期になってきたと言える。新たな国土計画が担うべき役割を計
画に十分に反映するためには、現在の諸課題・対応を明らかにすることはもちろんのこと、将来の変化を見極
め、その対応を図らなくてはならないところである。本請負調査は、平成１４年度に実施した「国土の長期展望
検討作業に係る調査」において調査を行った各種項目について、今後国土形成計画全国計画を策定するために必
要なデータ更新や分析、調査項目の追加等を行い、新たな国土計画の検討のための基礎資料とするものである。
新たな国土計画の検討のためには、本調査結果をできる限り速やかに得る必要があり、そのためには、①「国土
の長期展望検討作業に係る調査」の実施手法等その内容を熟知していること、②本調査に関連する既存データ等
を有効活用できる体制にあること、③国土計画の検討に当たって、どのようなデータ、分析が必要か等国土計画
について十分な知見があること等が必要となる。株式会社三菱総合研究所は、平成１４年度に実施した「国土の
長期展望検討作業に係る調査」を受託しており、その調査内容、実施手法等を熟知しているとともに、既存デー
タ等の有効活用を図ることにより、調査結果を速やかに得ることのできる唯一の団体である。また、株式会社三
菱総合研究所は近年、国土交通省より「市町村計画の活用事例に関する調査」（平成１６年度）、「国土計画の
アウトカム指標の開発に関する調査」（平成１６年度）、「国土の持続的発展に資する基盤整備のあり方に関す
る調査」（平成１６年度）など国土計画に関する調査を多数受託しており、国土計画体系に精通しているととも
に、社会経済情勢の長期展望に関する調査、研究を幅広く行い、いずれも期待どおりの結果を十分出していると
ころである。以上から、株式会社三菱総合研究所は、本調査を効果的かつ効率的に行うことができる唯一の団体
であり、会計法第29条の３第４項及び予決令第102条の４第３号により随意契約するものである。（会計法第２
９条の３第４号）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

333
（株）エス・アール・
シー　港区虎ノ門３－
１８－６

平成１７年度日経ＮＥＥＤ
Ｓデータバンクの国土情報
データベースへの登録業務

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年6月22日 4,899,930

国土情報データベースは，国土の適切な利用・開発・保全に関する総合的かつ根幹的な政策の企画，立案及び
推進に関して必要な国土情報の整備を行うために国土計画局の大型計算機及びワークステーション上に構築さ
れているものであり，これまでにも，全国総合開発，大都市圏計画及び地方開発促進計画等の国土計画及び「首
都圏白書」等の白書の策定，更には，地価公示の分析等に際し利活用されているものである。データ整備に当
たっては，従来から，人口，土地，工業，商業，農業，医療・福祉，自然，基盤施設等の分野にわたるデータ
を必要としていることから，国土情報データベースは，これら多岐にわたる膨大なデータを長年にわたり多方
面から収集・整備し，構築されてきた。本業務は，国土情報データベース利用者のニーズの高い日経NEEDSデ
ータバンクのデータ（以下，「日経NEEDSデータ」という。）を国土情報データベースへ登録するものであり，
これにより，国土情報データベースの充実を図ることを目的としている。日経NEEDSデータの登録業務につい
ては，データの受領から国土情報データベースへの登録完了まで半月程度の短期間での作業となるため，本業
務の実施に当たっては，① 日経NEEDSデータに精通していること② 国土情報データベースの構造に精通して
いること③ データベースシステムの開発・整備に関して専門性の高い知識，経験，実績を有すること④ 国土
計画局の大型電子計算機等の電子計算機システムに精通していること　以上の条件が必須となる。これらの条
件を満たすことのできない業者が本業務を実施した場合，業務を正確かつ迅速に行い得ないばかりか，既存の
データベースに致命的な損害を与える可能性がある。また，平成１７年１１月１日に大型電子計算機からサー
バーシステムへ電子計算機システムを更新することから，本業務のデータ登録１期目は現行の大型電子計算機
での作業，２期目は電子計算機システムの更新作業と重なることから，大型電子計算機とサーバーとの両者で
の作業となり，作業期間についても厳しい状況となることが想定される。そのため，現行の電子計算機システ
ムと新電子計算機システムのどちらでも円滑に本業務を遂行できる能力が業者に要求される。株式会社エス・
アール・シーは，日経NEEDSデータをはじめ，国勢調査等の統計データ及びメッシュデータ等について，平成
２年から国土情報データベースへのデータ登録を行っており，日経NEEDSデータに精通していることのほかに
も，国土情報データベースの構造に精通するとともに，国土計画局の大型計算機システム等に精通するに至っ
ている。また，これら業務を通して，高い成果をあげており，データベースシステムの開発・整備に関して専
門性の高い知識，経験，実績を有することは証明されている。さらに，同社は，昨年度に「国土情報データベ
ース整備システム更新業務」を実施し，その中で，日経NEEDSデータの登録システムを基に新電子計算機シス
テムでの稼動を想定した検討を行い，新電子計算機システムでの処理手順を確立していることから，現行の電
子計算機システムと新電子計算機システムの両者での対応が可能であり，機器の切替え作業と本業務が並行し
ても円滑に本業務を遂行することが可能である。よって同社と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地が
あり

公募を実施
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334
（財）日本総合研究所
千代田区一番町１０－
２

地方自治体等におけるＧＩ
Ｓの整備・普及の促進に関
する基礎情報調査

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月11日 14,385,000

本調査は、ＧＩＳの整備・普及に関して、地方自治体等が検討・推進している施策等を整理してそれらの背景・問題意識等を把
握するとともに、問題点や課題、推進方策に関して分析を行い、さらにそれらの情報を共有するためのセミナーを開催し、広く
ＧＩＳの整備・普及の促進に役立てる。また、セミナーから得られた知見・成果をもとに、今後のＧＩＳの整備・普及の促進に
資する施策の展開方策等を検討するものである。本調査では、具体的には、地方自治体等のＧＩＳに関する施策・事例を詳細に
わたって収集し、体系的・横断的に分類や整理を行い、その施策の必要性や社会的・技術的・制度的背景や問題意識等を把握す
る。さらにこれらの結果をもとに、ＧＩＳの地域特性を抽出し、地域的課題や推進方策を検討することから、実施にあたっては、
ＧＩＳに関する基本的かつ体系的な知識が必要であるとともに、地方自治体のＧＩＳに対しての取り組みの現状や事例等の動向
に精通し、情報収集能力や調査能力及び実績を有していることが必要である。財団法人日本総合研究所は、昭和４５年に経済企
画庁（当時）及び通商産業省（当時）が所管する法人として設立された、国土政策・地域政策・都市計画等に関する総合的な調
査研究機関であり、ＧＩＳはもとより国や地方自治体の各施策に係る幅広い知識と多くの調査研究実績及び情報を有しており、
これらの調査研究を通じて、全国的に地方自治体の施策に関する多くの知見やネットワークを有している。同研究所は、「平成
１６年度ＧＩＳに関連した制度的課題に関する検討調査」（国土交通省）において、地方公共団体が保有する地理情報の提供と
その利用促進を図るための制度的な検討を行っているほか、「平成１５年度ＧＩＳアクションプログラム推進基礎調査」（国土
交通省）では、全国の有識者、地方自治体との議論を通じて、地域におけるＧＩＳ施策の取り組みや現状について把握するとと
もに、ＧＩＳ政策の現状や課題、展開方策について、技術面、利活用面、法制度面、産業政策面などの多様な面から分析してお
り、ＧＩＳアクションプログラムの評価や今後のあるべき方向性等についての分析・検討を行っている。また、「ＧＩＳの発展
・応用分野の拡大に関する検討調査」（平成１４年度：国土交通省）では、ＧＩＳの新たな分野への実用化等に関して、実態把
握調査を行ったほか、有識者に対してヒアリング調査等を通じて応用分野の拡大についての検討・分析を行い、良好な成果をあ
げている。これらの業務により、同研究所は、ＧＩＳに関する基本的かつ体系的な知識を有し、また、地方自治体のＧＩＳの現
状や事例等の動向に通じ、動向分析や課題検討などに関して十分な情報収集能力、調査能力を有しており、本業務を適切に実施
する能力を有している。本調査においては、さらに、上記において検討した地域的課題や推進方策の結果をもとに、適切なテー
マ・講師を設定して、課題の解決方策を共有するためのＧＩＳセミナーを開催し、その成果をとりまとめて施策の展開方策を展
望することから、同セミナーを安定・確実に開催する能力が求められるとともに、ＧＩＳに関する多くの関係者同士での情報共
有が図れる方法・ノウハウが必要である。さらに、多様な面からＧＩＳ施策を分析し、施策の展開方策等を検討できる能力が不
可欠である。同研究所は、「地方自治体等におけるＧＩＳの整備・普及に資する基礎情報調査」（平成１６年度：国土交通省）
を実施している。ここでは、地方自治体等のＧＩＳに関するニーズや諸課題を抽出するとともに、その結果・課題を解決するた
めの、自治体関係者等を主対象とした全５回のセミナーを各地にて開催し、毎回２００名を超える多数の参加者を迎え、ＧＩＳ
の整備・普及に際して、多くの自治体間でのニーズや諸課題の共有並びに解決方策についての情報を提供し、好評を得た。さら
にそのセミナーの結果をもとにＧＩＳの施策の展開方策について産業振興面や組織面、技術研究面や人材面など多岐な側面から
分析検討しており、有効な成果を上げている。また、平成１３年度から１５年度にかけても、継続的に、同趣のＧＩＳセミナー
に関する業務を受託しており、地方自治体のＧＩＳに関するニーズや課題の抽出を地域ブロック単位で行うとともにその課題を
共有・解決するためのセミナーを毎年５回程度開催し、多数の参加者を得て、良好な成果を得ている。また、上述の「ＧＩＳの
発展・応用分野の拡大に関する検討調査」においては、ＧＩＳの新たな分野への実用化等に関して、４００名規模のシンポジウ
ムを開催し、関係者間の情報交換や事例の紹介を効果的に行っている他、その結果に基づき課題や方向性についての展望を行っ
ている。これらの業務より、同研究所は、セミナーを安定・確実に開催する能力及びＧＩＳに関する関係者間の情報共有の方法
・ノウハウを豊富に有しているとともに、ＧＩＳの施策を分析し展開方策を検討できる能力を有している。以上のことから、同
研究所は、本業務の実施に求められる、ＧＩＳに関する基本的かつ体系的な知識を有し、かつ地方自治体のＧＩＳの現状や事例
等の動向分析や課題検討などに関しての十分な情報収集能力、調査能力を持ち、さらにセミナーの安定・確実な開催能力、ＧＩ
Ｓに関する関係者間の情報共有の方法・ノウハウやＧＩＳの施策の検討能力を総合的に有していると認められ、かつこれらの能
力等を総合的に全て有する団体は同研究所をおいて他にない。また、同研究所の寄付行為において、経済社会上及び産業経営上
の諸問題の解決に関し諸学の総合的見地から調査研究を行うほかセミナー講演会の開催等の教育普及等の諸活動を通じて国民経
済の発展に寄与することが目的として掲げられており、本業務はこの目的に沿ったものである。従って、本業務の契約について、
財団法人日本総合研究所と随意契約を結ぶこととする。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

公募を実施

335
（株）パスコ　中央省
庁営業部　目黒区東山
１丁目１番２号

ＧＩＳポータルサイトのた
めの新たなオリジナルコン
テンツ作成業務

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月20日 4,200,000

本業務は、GIS関係省庁連絡会議で構築するGISポータルサイトのための新たなオリジナルコンテンツの作成を実
施するものである。本業務の実施に当たっては、①GIS関係省庁連絡会議をはじめとした政府のGISに関する政策
に関する知識を有していること、②政府及び関係各機関、自治体等が保有しているGISデータに関する知識を有
していること、③各府省が実施しているGISに関連する補助事業に関する知識を有していること、さらに④政府
や各府省など官公庁のWebページ構築などを手がけた実績があり、公の立場からのWebページ作成に関するコンサ
ルティング能力が必要不可欠である。株式会社パスコは、航空測量業務はもとより、 近ではGIS等で利用する
デジタル地図の作成や様々な空間情報サービスの提供など、システムとデータの両面からの業務を展開してい
る。特に地理情報標準化に関する調査委託業務、研究会、実証実験に参画しており、政府のGISに関する政策
や、関係各機関が保有しているGISデータに関する非常に深い知識を有している。また補助事業についても地籍
調査管理事業（地籍活用型GIS構築地区）や緊急雇用創出事業を活用した業務実績を持ち、充分な知識を保有し
ている。GISに関連するシステムやWebページ作成に関しては、国土計画局においても「オルソ化された空中写真
をダウンロードできるシステムの構築のための調査」の受注実績があるほか、総務省においても、現在公開中の
統計GISプラザの構築を受注した経験がある。他にも千葉県や青森県においては、バリアフリーマップ等の作
成・Web上で公開といった業務も請け負っており、GISに関するコンテンツの作成はもとより公官庁の保有する
データを活用したWebサイト作成に関するコンサルティンング業務の実績を有している。また同社は、日本全国
を網羅したオリジナルの地図データを整備し、かつ観光情報や公共施設等の情報、航空写真（3大首都圏を対
象）のコンテンツを加え、インターネット環境で快適に閲覧可能なサイトを構築し運用するノウハウを有してい
る国内唯一の企業である。このように株式会社パスコは政府のGISに関する政策に関する知識を有しており、さ
らに政府及び関係各機関、自治体等が保有しているGISデータやシステムに関する知識を有している。また各府
省が実施しているGISに関連する補助事業についても精通している。さらに政府や各府省など官公庁のWebページ
作成に関するコンサルティング能力を有しており、本業務を円滑に遂行する唯一企業である。
よって同社と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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336
（株）野村総合研究所
千代田区丸の内１－６
－５

平成１７年度地理情報共用
Webシステム構築のための
基礎調査

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月25日 14,983,500

本調査は、政府の各府省・機関が保有する地理情報を共用できる新規システム「地理情報共用Webシステム」の
構築を始めるに当たって必要な、ガイドラインの策定等の基礎的調査を実施するものである。本調査を遂行する
には、政府の地理情報提供に関する状況や、その提供情報の内容等について熟知しているとともに、これらの地
理情報を統合的に共用する目的や必要性、その枠組みについての技術的・政策的な手法等を把握し、これらを政
府の政策として実施するために必要な提案・検討を行うことができる能力を有している必要がある。このために
は、平成16年度に国土情報整備室において実施した「一般利用者の利便性を重視した地理情報を共用できるシス
テムの整備に関する調査」の検討内容についても十分把握している必要がある。株式会社野村総合研究所は、日
本初の本格的な民間シンクタンクとして、40年近くにわたって、経済・金融・産業・経営・地域社会などの幅広
い分野で多くの企業、官公庁、地方自治体などに、調査・研究、経営コンサルティング、システムコンサルティ
ングなどのサービスと提供してきた。同社は平成16年度に当室において実施した「一般利用者の利便性を重視し
た地理情報を共用できるシステムの整備に関する調査」を受託し、政府としての立場から地理情報を共用する目
的とその必要性について検討を行っており、非常に良好な成果をあげている。また現時点でも、OGCと提携し
FGDCとも密接な情報交換を行っている国土空間データ基盤推進協議会の理事会社として、これまでOGCやFGDC等
の海外のGIS推進機関に関する情報収集と国内への情報提供、および国内情報の海外提供に努めていることか
ら、標準化等の動きなどGISの 新技術に関して効率的な情報収集・分析が可能である。このように株式会社野
村総合研究所は、政府の地理情報提供に関する状況や、その提供情報の内容等について熟知しているとともに、
これらの地理情報を統合的に共用する目的や必要性、その枠組みについての技術的・政策的な手法等を把握し、
これらを政府の政策として実施するために必要な提案・検討を行うことができる能力を有している。これらを総
合的に実施し得る企業は株式会社野村総合研究所をおいて他にない。以上から、本業務を遂行することの出来る
唯一の相手先であり、確実な成果物を得るために同社と随意契約を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地が
あり

公募を実施

337
（株）価値総合研究所
港区三田３－４－１０

平成１７年度ＧＩＳモデル
地区実証実験終了後の現状
把握、施策の展開状況等に
関する調査業務

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年8月3日 6,512,100

本調査は平成12年度から平成14年度の３年間にわたって、ＧＩＳの全国的な普及促進を目的としたＧＩＳモデル
地区実証実験について、実験終了後の状況を調査するものである。本調査を実施するにあたっては①政府、地方
公共団体、民間企業におけるＧＩＳの取り組み等に関する基本的かつ体系的な知識を有していること②ＧＩＳモ
デル地区実証実験及び、その後の活動状況に精通していること。③これらの成果の取りまとめ等に必要な検討・
分析について十分な経験を保持していることが必要である。株式会社価値総合研究所は、創設以来、調査研究業
務にＧＩＳを活用しており、「地理情報システム（ＧＩＳ）データの提供促進に関する検討調査業務」（平成１
５年度：国土交通省）、「ＧＩＳの普及・活用状況に関する実態調査」（平成１６年度：国土交通省）等の調査
研究を実施しているが、政府や地方公共団体における地理情報の提供及び取組状況、政府のＧＩＳ政策に関する
評価指標の検討、地理情報に関わる著作権や個人情報保護等の法制度に関して基本的かつ体系的な知識に基づい
てとりまとめられたこれらの成果は高く評価できるものであり、取りまとめにあたっても非常に効率的に業務を
行った。また、実験終了後、モデル地区７府県が共同でＧＩＳモデル地区協議会が開催されているが、価値総合
研究所は、「政府の地理情報の提供ガイドライン」Ｑ＆Ａ集（平成１６年６月：地理情報システム（ＧＩＳ）関
係省庁連絡会議　制度・運用等検討ＷＧ）の素案検討や「地形図修正事業に関するアドバイザリー業務委託」
（平成１２年度：）など政府、地方公共団体における地理情報の整備や提供等の法制度面に関する幅広い知識と
経験を有していることから、協議会からの招きに応じ、全ての会合に民間企業側オブザーバーとして唯一参画し
ている企業であり、常にモデル地区７府県の動向を把握している。以上のことから、株式会社価値総合研究所は
本業務において要求される上記の①から③の条件を満たする唯一の企業であり、本業務の契約について、同研究
所と、随意契約を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

公募を実施

338 （株）三菱総合研究所
平成１７年度　総合的な交
通水準の評価指標等に関す
る調査

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年8月8日 15,000,000

本調査業務は、新たな国土計画や次期社会資本整備重点計画策定に向けての検討が本格化する中で、全国、地域
ブロック、生活圏域などの各種地域レベルでの交通計画等を検討するための基礎データとなる交通水準の評価指
標を、昨年度の調査結果を踏まえつつ、検討するものである。併せて、指標算定にあたり、総合交通分析システ
ム（NITAS）の活用方策及び更なる機能拡充の方向性等を検討するものである。本調査の実施にあたっては、総
合交通分析システム（NITAS）のみならず、我が国の総合的な交通体系、国土計画や地域計画、交通施設計画等
について、総合的かつ幅広い見識を有していることが必要となる。株式会社三菱総合研究所は、経済・金融・産
業・企業・地域・社会等における多面的な調査・研究・分析を業務とするシンクタンクであり、交通分野はもち
ろんのこと、国土計画や地域計画など幅広い分野で数多くの調査・研究の実績があり、本調査で必要となる豊富
な知識と技術の蓄積がある。また、本調査の基礎となる「平成11年度　交通基盤投資の客観的評価手法に関する
調査」、「平成12年度　交通水準評価手法に関する調査」、「平成13年度 　地域の交通水準の評価に関する調
査」、「平成14年度 　地域の交通水準の評価に関する調査」、「平成15年度　リダンダンシー等の観点から見
た交通水準の評価に関する調査」「平成16年度総合的な交通水準の評価方法等に関する調査」を実施するととも
に、総合交通分析システム（NITAS）を用いた交通水準の評価手法にも精通している唯一の機関である。以上の
理由により、本調査業務の請負先として株式会社三菱総合研究所と随意契約するものである。（会計法第２９条
の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）
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あり
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339
ソラン株式会社　港区
三田３－１１－２４

平成１７年度国土数値情報
都道府県地価調査データ作
成業務

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年8月9日 2,957,636

本業務は、国土数値情報のうち、地価に関する情報（地価公示、都道府県地価調査）の 新データを作成するも
のである。この作業の遂行にあたっては、高度な数値情報の編集作業能力を有すること、地価に関する知識があ
ること、及び地価データ作成に豊富な経験、実績を有することが必要となる。また、使用する基データは、土
地・水資源局において作成するものを使用しているため、本業務を実施する者は、この基データを早期の段階で
入手可能である必要がある。特に地価公示データに関しては、土地・水資源局より公示される日と同時に国土計
画局からも作成したデータを公開するため、土地・水資源局においてこの基データの作成業務を受託した者が実
施することが必要となる。ソラン株式会社は、情報システムのコンサルティング企業として、情報処理に関する
多数の業務を行っている。主な業務として、企業の土地取得状況に係る調査（国土交通省）、土地保有移動調査
（国土交通省）、公有財産管理システム開発（栃木県）等のデータベース構築やデータ集計を行っており、これ
らを通じて、作業において必要となる高度な数値情報の編集作業能力を有している。また、同社は、平成１７年
度に土地・水資源局より都道府県地価調査データの集計・分析業務等の地価関連の集計作業を、一般競争入札の
結果請け負っており、使用する基データを早期の段階で入手可能な立場にいる。さらに平成７年度から平成１６
年度に渡って国土計画局より地価データ作成業務を請け負い、地価データ作成において良好な結果が得られてお
り、地価データ作成に関する多くの経験と実績を有している。このように、ソラン株式会社は、高度な数値情報
の編集作業能力、地価に関する知識、及び地価データ作成に関する豊富な経験、実績を有し、また地価データ作
成に必要な基データの作成業務を受託していることから、本業務を円滑に遂行し、確実な成果物を得ることがで
きる唯一の企業であり、よって同社と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

その他（競争入札も
しくは企画競争に移
行）

340
富士通（株）　港区東
新橋１－５－２

業務アプリケーションの移
行業務

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年8月9日 11,264,400

大型電子計算機及びサーバー等で構成される現行の国土計画局電子計算機システム（以下，「現行システム」
という）については，平成１７年１１月１日からサーバー中心で構成される新しい国土計画局電子計算機シス
テム（以下，「新システム」という）へ更新されることが決定している。現行システム上では，新国土情報利
用・管理システム及びウェッブマッピングシステム等，国土計画の企画・立案作業の支援及び国民への情報提
供を目的として開発した多数の業務アプリケーションが稼動している。今回の電子計算機システム更新にとも
ない，これら業務アプリケーションについては，新システムへの更新後も引続き利用できるように，新システ
ムへの移行業務を実施する必要がある。本業務の実施にあたっては，① 本件業務は，新システムの導入作業
と並行して行うため，極めて限られた期間での実施を求められること，電子計算機システムの更新にともない
業務アプリケーションの一部修正の発生も想定されることなどから，業務アプリケーションの構造・機能等の
詳細について熟知していること② 業務アプリケーションを稼動させるために必要な定義情報については，現
行システム上のものを基に設定・調整を行うことから，定義情報が持つ意味を含め，現行システムでの業務ア
プリケーションの定義情報について熟知していること　以上の条件が必須となる。これらの条件を満たすこと
ができない業者が本件を実施した場合，期間内に正確に移行業務を完了させることができないだけでなく，業
務アプリケーションに障害を与え，業務に支障をきたす恐れがある。富士通株式会社は，本件作業の対象とな
るすべての業務アプリケーションについて，開発及び稼動のための設定作業に従事しているため，すべての業
務アプリケーションの定義情報及び構造と機能を詳細に把握していることから，業務アプリケーションの定義
情報の調整及び稼動テストを正確かつ効率的に行うことができる。また，富士通株式会社は機器の納入業者で
もあることから，新システムの技術面についても詳しく，業務アプリケーションの調整等の移行作業中に課題
が発生した場合でも，速やかに対応することが可能である。さらに，業務アプリケーションによっては，富士
通株式会社の固有の技術で開発されているため，構造等についての非開示情報も少なくなく，他の業者では詳
細に構造を把握することが困難であることから，仮に他の業者が本件を実施した場合に，正しく稼動しないだ
けでなく，業務アプリケーションに障害が発生し，業務に支障をきたすおそれがある。以上のことから，本件
の契約先として，富士通株式会社が唯一であるため，同社と随意契約をするものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

341
（財）日本システム開
発研究所

平成１７年度国土形成計画
等における海洋・沿岸域の
総合的管理調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月6日 6,972,000

本調査は、国土形成計画全国計画及び国土利用計画全国計画の策定に向けた検討を行うために必要な海洋・沿岸
域に関する既存資料の収集・整理等を行うと伴に、諸外国における海洋・沿岸域政策について調査するものであ
る。両計画策定のスケジュールは、１７年中に計画骨子のとりまとめ、１８年秋頃に中間とりまとめ、そして１
９年中頃に計画決定を行うという非常にタイトなものである。また、日本沿岸域学会の会員等に対し、国土計画
の海洋・沿岸域政策に対する考えについてヒアリングを行い、有識者からの提言としてとりまとめるという業務
を含んでいる。このため、本調査の実施にあたっては、海洋・沿岸域についての幅広い知識、豊富な調査実績等
を有することは勿論のこと、国土計画がどういうものか熟知した上で国土計画の中での海洋・沿岸域の位置づけ
を理解していること、日本沿岸域学会の会員等に対して日頃から情報交換を行っており単に専門家にヒアリング
を行うだけではなく短時間に適正でより多くの情報を聞き出す能力を有する必要がある。財団法人日本システム
開発研究所は、常時数多くの学者、研究者等との間で、海洋・沿岸域に関する意見交流、研究開発等に関わって
おり、海洋・沿岸域をめぐる 近の情勢変化、行政機関、民間団体等の取組のほか、新たに展開されている国際
的な議論・研究等についても豊富な知識、調査実績を有している。また、日本沿岸域学会の事務局を努めてい
る。さらに、当該法人は、平成１２年度及び平成１３年度に「伊勢湾沿岸域における総合的管理の実現に資する
社会資本整備計画調査」、平成１４年度には「瀬戸内海における沿岸域管理の在り方調査」、平成１５年度には
「瀬戸内海沿岸域における総合的管理の在り方調査」、平成１６年度には「国内外における沿岸域の総合的管理
実態調査」を受託しており、当該調査等によって蓄積してきた国土計画及び海洋・沿岸域に係る豊富な知識・経
験は、短期間に成果を出す必要のある本調査を行うに当たっても活用することができるものである。上記を踏ま
え、財団法人日本システム開発研究所は本調査を円滑に遂行できる唯一の法人であり、同社と随意契約すること
とする。（会計法第２９条の３第４項)

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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342
国連ハビタット福岡事
務所

アジア地域における持続可
能な都市の形成のための評
価指標に関する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月21日 13,984,000

本事業は、アジア・太平洋地域における居住政策調査の一環として、世界的な関心が高まっている持続的な発展
に関する課題を特に都市を対象としてとりあげ、広く世界における持続的な発展に関する情報及び世界各地で使
われている都市の現状を把握、評価する指標のデータを収集することにより、都市を対象とした持続的な発展に
ついて概念の整理及び持続可能な都市の形成のために有効な指標を具体化するための検討、調査を行うものであ
る。従って、本事業を実施するに当たっては、世界各国の都市における居住政策、都市問題、とりわけ持続的な
発展について深い知見を有すること、世界各国又は都市における居住政策担当者・関係者とのネットワークを有
することが求められる。国連ハビタット（国際連合人間居住計画）は、世界の各地で都市化が進み、人口が急速
に増加している中、住宅環境の悪化や貧困等、世界各地で顕在化している居住計画上の問題に対処するために設
置された国連の機関であり、福岡事務所はそのアジア太平洋地域を担当する支部として設けられたものである。
このような経緯で設立された同事務所は、国連の機関であることから各国政府や都市との強固な関係を有すると
ともに、国連ハビタットの設立目的からもわかるように、世界各国における都市問題に対する事情、対策手法に
広く精通している機関である。従って、世界各国の都市における居住政策、都市問題について深い知見を有し、
かつ世界各国又は都市における居住政策担当者・関係者とのネットワークを有することについて 大の機関であ
る。また、国際連合においては、2000年9月に開催された国連ミレニアム・サミットで採択された国連ミレニア
ム宣言に基づく国連ミレニアム目標の一つに、持続可能な開発の原則を各国の政策や戦略に反映させることを掲
げており、国連ハビタットにおいても、同目標の達成に向けた取組を進めている。さらに、国連ハビタットでは
国連環境計画(UNEP)と共同して、1990年代より持続可能な都市プログラムとして国連加盟各国への持続可能な都
市に関する普及・啓発、能力開発活動に努めている。国連ハビタット福岡事務所も支部としてこれらの活動の一
翼を担っており、世界各国の都市における持続的な発展についての 高水準の知見を有している。このように、
国連ハビタット福岡事務所は上記要件を満たし、この事業を効率的かつ効果的に実施できる唯一の機関であるこ
とから、本業務の実施に当たり、同事務所と随意契約をしようとするものである。（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 企画競争を実施

343

（財）資源・環境観測
解析センター　中央区
勝どき３丁目１２番１
号

平成１７年度国土数値情報
土地利用メッシュデータ作
成用データ整備業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月4日 13,935,757

本業務は、平成17年度から実施予定である国土数値情報土地利用メッシュデータの4回目の更新に使用する衛星
画像データについて、その状況を検索・調査し、必要かつ適切な衛星画像を購入した上で、土地利用メッシュ
データ更新作業に使用できるようにデータの切り出しや加工を実施するものである。この作業の遂行にあたって
使用する衛星画像データは、データの解像度や価格、データの2次利用に関する権利関係の整理の容易性等の理
由から、経済産業省がNASAと共同で打ち上げた衛星センサ（ASTER）の衛星画像データ（ASTERデータ）を使用す
ることが もふさわしい事が昨年度までの調査・検討の結果明らかになっている。このASTERデータは、経済産
業省の所管法人である財団法人資源・環境観測解析センターが独占販売権を所有しており、ASTERデータに関す
る各種情報を保有している唯一の機関である。そのため、ASTERデータの保有状況や、その画像の情報について
調査を実施して、土地利用データ作成のための基データを作成するには、当財団が保有する情報を活用すること
で も効率的な作業を実施することができる。また、本業務の目的である土地利用メッシュデータ更新作業に使
用する基データの作成にあたっては、加工等を実施した結果、使用するASTERデータが変更されることもあるた
め、ASTERデータの検索や購入と、データの切り出しや加工作業を、同じ者が実施することが作業の効率性や費
用を考えた場合望ましい。さらに当財団は業務として、資源・環境リモートセンシング技術に関する研究開発や
調査研究を実施していることから、衛星画像、特にASTERデータに関する深い知識と経験を有しており、本業務
を実施するために必要となる能力を有している。以上のように、本業務を円滑に遂行し、確実な成果物を得る上
での衛星画像情報の保有及び同情報に係る知見という点で、財団法人資源・環境観測解析センターは本業務を実
施しうる唯一の者である。したがって同法人と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

344 （株）都市環境研究所
平成17年度全国都市再生モ
デル調査フォローアップ業
務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月27日 15,710,100

本業務は、平成１５、１６年度に行われた「全国都市再生モデル調査」（以下、「モデル調査」という）（３３
３件）、について、その成果を分析し、今後の都市再生に係る全国の取り組みに資することを目的とするもので
ある。本業務の実施にあたっては、都市再生の実態についての高度な知見を有するとともに、今後、都市再生に
向けて地域が「自ら考え自ら行動する」手法等について、示唆する能力を有する必要がある。その中で、モデル
調査を実施したが成果を得られなかった要因や今後の活動に向けた課題など、地域の具体的な個別事情をモデル
調査提案団体から引き出す能力が特に重要と考えられる。㈱都市環境研究所は、「都市膨張と変化への適応の時
代」から「都市成熟と価値創出の時代」へ変わりつつある都市変貌のなかで、常に有効性を失いつつあるまちづ
くりの概念の再構築を意識しつつ、計画手法の豊富化に努めており、都市再生に関する取組の評価や地域の創意
工夫を引き出す仕組みについての高い知見と能力を有する団体である。さらに当該団体は、全国に地域事務所を
有し、モデル調査提案団体より当該調査業務を受注した経験を有し、かつ、その業務において優秀な成績を収め
ており、モデル調査実施地域に根ざした地域活動を展開しており、本業務を行うに必要な高い知見と能力を有す
る唯一の団体である。このため本業務を遂行できるのは、当業者をおいて他になく、従って㈱都市環境研究所と
随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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345
国際航業（株）東京支
店　千代田区６番町２
番地

平成１７年度地理情報標準
に準拠した国土数値情報の
普及・有効活用のための調
査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月4日 9,975,000

本業務は、ISOなどで検討されている 新の地理情報関連の標準に関する検討状況を把握・整理すると同時に、
国土数値情報メッシュデータの地理情報標準への変換作業を行い、さらにそうした地理情報標準に準拠した国
土数値情報の普及・有効活用を推進できるよう、方策の検討を実施するものである。本業務を遂行するに当た
っては、国内の地理情報関連の規格および標準に関する深い知識を有することはもとより、国際標準化機構（I
SO）やOGC等の地理情報関連の国際組織およびその規格に関する深い知識を有し、さらに 新の検討状況を把
握する能力があることが必要である。その上、国土数値情報に関する知識があること、そしてその国土数値情
報の地理情報標準準拠データに関する深い知識があることが必要である。国際航業株式会社は、事業の柱のひ
とつとして空間情報に関する事業を展開し、企業、官公庁・地方公共団体等に対して空間情報の調査研究やコ
ンサルティング業務を行っている。同社は、国土交通省国土地理院が民間企業と実施している地理情報標準の
作成のための官民共同研究に平成8年度の検討開始当初から、幹事や作業部会のリーダーなど中心的なメンバ
ーとして参加しており、地理情報標準について深い知識を有している。また、同社は、ISOの地理情報関連の
規格について検討している作業部会（ISO/TC211）にエキスパートとして参加しており、なおかつISO/TC211の
国内委員会でもエキスパートとして、地理情報関連の標準原案の翻訳、査読等先導的な役割を果たしており、

新の検討状況を把握する能力を有している。またOGCについても、ISO/TC211等を通じて 新の検討状況等を
把握することが可能であり、またそれを行うことができる能力を有している数少ない企業である。また、同社
は、国土交通省国土計画局より、国土数値情報の地理情報標準準拠データ作成のための作業を平成13年度から
平成16年度に請け負っており（「平成13年度国土数値情報の地理情報標準準拠に向けた基礎調査」、「平成14年
度国土数値情報の地理情報標準準拠のための調査研究」、「平成15年度国土数値情報の地理情報標準準拠のため
の調査研究」、および「平成16年度地理情報標準に準拠した国土数値情報の普及・有効活用のための調査」）、
国土数値情報全般に関する深い知識、及びその国土数値情報の地理情報標準データに関する深い知識を有して
いる。このように、国際航業株式会社は、地理情報標準及びＩＳＯ・OGCにおける地理情報関連の規格に関す
る深い知識を有し、かつ 新の検討状況を把握することができ、また国土数値情報に関する知識及び国土数値
情報の地理情報標準データに関する深い知識を有し、かつ高い信頼を得ている。これらを総合的に判断すると、
本業務を円滑に遂行できるのは同社をおいて他には無く、ゆえに同社と随意契約を締結する。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

346
エヌ・ティ・ティ・コ
ムウェア（株）

平成１７年度　総合交通分
析システム（ＮＩＴＡＳ）
データ更新等に関する業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月8日 9,975,000

総合交通分析システム（以下、NITAS）は、全総計画目標の達成状況や幹線交通基盤整備の効果、地域連携軸の
形成効果などの社会資本整備効果を把握・分析することを目的に、平成14年度に、従来運用していた総合交通体
系分析システム（NAVINET）に替わる新システムとして開発された。本業務においては、新しく策定される国土
形成計画や社会資本整備計画への活用を視野に入れ、NITASの機能をさらに充実するためのデータ更新等を行
う。具体的には、各種ネットワークデータの更新、施設の追加地点登録を行うものである。エヌ・ティ・ティ・
コムウェア株式会社は、主としてシステム及びこれに関わるソフトウェアや各種装置の開発・製作・運用・保守
等を行なっている会社である。同社は、平成14年度のNITAS開発に際し、一般競争入札により落札した社であ
り、NITASの機能等について精通し、内部構造全てを把握しており、システム構築・改善に関するノウハウを有
しており、本業務を実施するにあたり、十分な経験と能力を有している唯一の組織である。以上の理由から、本
業務の請負先として、エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社と随意契約をするものである。（会計法第２９条
の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地が
あり

公募を実施

347
ジクー・データシステ
ムズ（株）　千代田区
西神田３－８－１

平成１７年度航空写真画像
情報所在検索・案内システ
ム改良業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月25日 10,185,000

本業務は、平成１６年度に実施した「国や地方公共団体が保有する航空写真画像情報の有効活用推進のための調
査」において実証実験を行うために構築した「航空写真画像情報所在検索・案内システム（仮称）」（以下、
「本システム」という。）のプロトタイプシステムについて、一般に向けて公開を行うために必要な操作性や機
能の向上、利用者の利便性の向上のために、システムの改良を実施するものである。この作業の遂行にあたって
は、本システムの内部構造について全てを把握していることが必要不可欠である。さらに、航空写真画像等の画
像情報に関する状況や技術等に精通している必要がある。平成１６年度に構築した本システムのプロトタイプシ
ステムは、ジクー・データシステムズ株式会社が持つ技術を利用して構築された。そのため同社は、本システム
の内部構造を全て把握している。さらに同社は、本システム開発の過程で航空写真画像に関する情報を多く取り
扱ってきたことから、航空写真画像に関する状況や技術についても深く知識を有しているほか、高分解能衛星画
像データであるイコノスデータを扱うシステムを独自開発しており、航空写真のような大容量の画像情報を取り
扱うノウハウを有している。このようなことから、仮に他企業が本業務を実施した場合には、システム機能拡充
が一層困難である上、既存機能にまで障害を与える可能性が高く、本システム自体の利用が困難となることが懸
念される。以上のことから、業務を円滑に遂行する企業はジクー・データシステムズ株式会社のみであり、よっ
て同社と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

公募を実施
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348

（財）リモート・セン
シング技術センター
港区六本木一丁目９－
９

平成１７年度土地利用メッ
シュデータの更新手法に関
する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月6日 9,817,500

本業務は、昭和５１年度より整備・更新を行なってきた全国の土地利用メッシュデータについて、今年度から実
施しているその第4回目の更新にあたって、作業をより効率化するための課題を解決し、更新作業を円滑かつス
ピーディに実施するために必要な調査、検討を実施するものである。本業務の実施にあたっては、土地利用メッ
シュデータ更新において必要なリモートセンシング技術に関して専門的な知識や実績を有していること及び土地
利用メッシュデ－タについて熟知していることが必要である。財団法人リモ－ト・センシング技術センタ－は、
人工衛星等を利用して、地球の資源、現象等について探査するリモートセンシングに関する研究開発等を目的と
して設立された団体である。主な業務として、国内外の地球観測衛星データの利用者、研究者への提供、リモー
トセンシング技術に関する研究開発の実施等を行なっており、これらの業務を通してリモートセンシング技術に
関する専門的な知識を蓄えている。また「リモートセンシング技術の動向調査」（国土交通省土木研究所、平成
１２年度）、「人工衛星等を活用した被害早期把握システム設計業務」（内閣府、平成１３年～１５年）などの
リモートセンシング技術に関する多くの業務受託実績を有している。また、同財団は、旧国土庁計画・調整局
（現国土交通省国土計画局）より、リモートセンシング技術を利用した土地利用メッシュデータ更新のため技術
検討調査である「リモートセンシング技術を活用した土地に関する情報整備手法調査」を平成２年度に実施する
とともに、平成３年度から平成８年度まで土地利用メッシュデータ更新のための「リモートセンシングによる土
地利用情報等業務」を請負う等、土地利用データ作成業務の経験を有し、国土計画局が保有する土地利用メッ
シュデータを熟知している。さらに平成１５・１６年度には「土地利用メッシュデータの整備のあり方に関する
調査」業務を請け負い、現在実施中の更新業務の作業手順書案等を作成するなど、本業務の趣旨や土地利用メッ
シュデータ更新手法について精通している。以上のように、財団法人リモート・センシング技術センターは、土
地利用メッシュデータ更新において必要なリモートセンシング技術に関して専門的な知識を有しており、なおか
つ、土地利用メッシュデ－タについて熟知していることから、本業務を円滑に実施するために必要な能力及び経
験を有している唯一の者であり、よって同財団と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

公募を実施

349
富士通（株）　港区東
新橋１－５－２

新国土数値情報利用・管理
システム等で利用するため
の国土情報の管理手法の検
討調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月7日 9,828,000

本業務は、国土情報データベースに登録されているデータを基に「検索効率の良い」データベースとするための
データ登録手法の検討を行うと共に、データベース化を採らないデータ管理・提供手法の検討も行うことで、
データベースの検索効率の向上に資する的確なデータ登録手法の確立及びデータ提供の早期化の実現を目的とし
て実施する。本業務の遂行においては、データベース及びデータ管理に関する専門的知識を有していること並び
に新国土数値情報利用・管理システムで使用しているデータ検索ソフトの「Symfoware Navigator」に精通して
いることが必須であり、さらに、 適な改善方法及び管理方法の検討のためには国土情報データベースについて
精通していることが重要となる。富士通株式会社は、現在の国土情報データベースの構築のほか、国土情報デー
タベースの利用手段である新国土数値情報利用・管理システムの初期開発及び改良業務に従事しており、データ
ベースに関する専門的知識を有するとともに国土情報データベースにも精通している。また、データ管理につい
ても、民間企業等のデータ管理方式の検討及び提案等、データ管理に関するコンサルティング業務について多く
の実績を有している。さらに、「Symfoware Navigator」については同社の開発製品であり、他にはない確かな
支援体制と高度な専門的知識を有している。このように、データベース及びデータ管理について専門的知識と多
くの実績を有し、かつ、国土情報データベース及び「Symfoware Navigator」に精通している富士通株式会社が
本業務を円滑に遂行できる唯一の企業であり、よって同社と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

350 （株）三菱総合研究所
公共投資による民間投資誘
発効果計測手法検討調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月12日 15,750,000

本業務は、当課が所管する「都市再生プロジェクト事業推進費」及び「景観形成事業推進費」の配分地区につい
て、公共投資と民間投資の関係を分析し、都市再生・景観形成を推進する地域における公共投資の民間投資誘発
効果を計測する手法を開発することを目的とするものである。本業務の遂行にあたっては、都市再生・景観形成
事業に関する幅広い知見を有するとともに、公共投資から誘発される各種効果を測定・分析し、新たな計測モデ
ルを構築する能力を有する必要がある。株式会社三菱総合研究所は、「魅力ある地域の再生に向けた土地利用の
課題に関する調査」（平成１６年度国土交通省調査）及び「景観評価手法の高度化に関する調査」（平成１６年
度農林水産省調査）を実施する等、都市再生・景観形成に関する取り組みに精通しているとともに、「道路整備
による効果の推計に関する調査」（平成１６年度国土交通省調査）を実施する等、公共投資の効果計測に関して
も高い知見と能力を有する唯一の団体である。このため本業務を遂行できるのは、当業者をおいて他になく、
従って株式会社三菱総合研究所と随意契約を締結するものである。

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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351
（財）日本総合研究所
千代田区一番町１０－
２

地方公共団体における地理
情報の二次利用に関する実
態調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月19日 9,492,000

本業務は、地方公共団体における地理情報の提供状況に係る実態について調査し、それにより得られた知見か
ら、地方公共団体の地理情報の二次利用を促進するために必要な事項について検討するものである。本業務を遂
行するに当たっては、地理情報に関連する政策及び制度の変遷、地方公共団体における地理情報利用の状況、技
術、データ等に関する基本的かつ体系的な知識が必要であるとともに、地理情報の調達・利用及び提供を行うた
めの仕組み作りに関する専門的な知識を有していること、成果のとりまとめ等に必要な検討・分析について十分
な経験を保持していることが必要となる。財団法人日本総合研究所は、昭和４５年に経済企画庁（当時）及び通
商産業省（当時）が所管する法人として設立された、国土政策・地域政策・都市計画等に関する総合的な調査研
究機関であり、国や地方公共団体の各施策に係る幅広い知識と多くの経験を持つとともに、国際的な共同研究を
通じ海外動向についても多くの知見やネットワークを有していることから、これら内外の知識と経験を生かして
地理情報に関する調査研究にも取り組んでいる。地理情報に関しては、これまでにも「平成１５年度ＧＩＳアク
ションプログラム推進基礎調査」（平成１５年度：国土交通省）、「地方公共団体におけるＧＩＳの整備・普及
の促進に係る調査」（平成１４年度：国土交通省）、「ＧＩＳの発展・応用分野の拡大に関する検討調査」（平
成１４年度：国土交通省）等の調査研究を実施している。また、平成１６年度に実施した「ＧＩＳに関連した制
度的課題に関する検討調査」では、多くの有識者や地方公共団体等との議論を通じて、現行制度上で地方公共団
体が地理情報を調達・利用及び提供する際の課題の整理を行っており、ＧＩＳに関連する法制度等について有用
な基礎情報を有しているとともに、現行制度上での地理情報の利活用に関する課題・問題点等を検討・分析する
ために必要な十分な経験を有していると言える。以上のように、財団法人 日本総合研究所は本業務において要
求される条件を十分に満たす唯一の団体であることから、本業務の契約について同法人と随意契約を締結する。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

352
（財）日本立地センタ
－　千代田区神田駿河
台一丁目８番地１１

国土の適切な管理のための
検討に資する工業用地把握
手法に関する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月19日 13,479,553

本調査は、全国の工業地について、開発の経緯、賦存量(ストック)、 近の利用変化等について実体的、体系的
に整理し、持続可能な地域社会と地域経済の構築に向け、新たな活力創出に資する活動の場として再編成の可能
性を問う基礎資料を得ることを目的として実施するものである。本業務を遂行するに当たっては、①工業用地を
含む産業立地に関する情報の収集・分析等に関するノウハウを有していること、②工業用地を含む産業立地の開
発経緯、 近の利用変化等に関する専門的な知識を有していること、③特定の事業者の工業用地開発に偏らず、
広く工業用地の動向について把握できる高度な中立性を有していること等が必要となる。財団法人日本立地セン
ターは、産業立地、エネルギー関連施設の立地、これらに係る地域開発、新事業創出及び環境保全に関する研
究、調査、指導、広報並びに地域技術情報の収集、管理及び提供等を通じ、産業等の立地、地域経済の活性化・
再生、環境の保全を図ること等を目的として設立された法人であり、設立以来、産業立地等に関する調査研究を
行うとともに、関連する情報の収集・分析・蓄積及び提供等に関し豊富な実績を有している。特に産業立地等に
関しては、これまでにも「大都市圏における適切な工場配置に関する実態調査」（平成１６年度国土交通省国土
計画局）の他、経済産業省や国土計画局総合計画課等から様々な産業立地等に関する調査を受託している。ま
た、昭和４１年から毎年、地方公共団体、都市再生機構、民間デベロッパー等が造成し、公募中又は公募予定で
ある全国の主要産業団地（工業団地、流通団地、研究所団地、業務団地等）の情報を掲載した「産業用地ガイ
ド」を刊行しており、さらに「用地情報提供セミナー」や「産業用地相談会」等の事業を実施しており、これら
を通じ、工業用地を含む産業用地に関する情報の実態調査のための幅広いネットワークを有していると言える。
さらに、財団法人であることから高度な中立性を有している。以上のように、財団法人 日本立地センターは本
業務において要求される上記の条件を満たす唯一の団体であることから、本業務の契約について同法人と随意契
約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

公募を実施

353
富士通（株）　港区東
新橋１－５－２

平成１７年度新国土数値情
報利用・管理システム開発
業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月20日 15,132,600

本業務は，国土情報整備事業等により収集，整備された国土数値情報等を一元的に管理し，国土計画等の企画・
立案業務等を支援することを目的として開発された新国土数値情報利用・管理システム（以下、「ＮｅｗＩＳＬ
ＡＮＤ」という）について，地図表示機能における地図データの統合機能及び地図データの属性情報のポップ
アップ表示等の機能拡充を実施することで，ＮｅｗＩＳＬＡＮＤの一層の操作性及び利便性の向上を目的として
行うものである。本業務の実施に当たっては，① ＮｅｗＩＳＬＡＮＤの内部構造について全てを把握している
こと② 国土数値情報に精通していることが必要不可欠である。富士通株式会社は，新国土数値情報利用・管理
システムについて，平成１１年度の新規開発から「平成１６年度新国土数値情報利用・管理システム開発業務」
等の機能拡充開発まで，すべての開発業務に一貫して従事し，ＮｅｗＩＳＬＡＮＤの内部構造全てを把握してい
る。さらに，ＮｅｗＩＳＬＡＮＤの各種機能については同社固有の技術で構築されていることから非開示部分も
多く，他企業による機能拡充は困難である。また，ＮｅｗＩＳＬＡＮＤ開発の過程で国土数値情報のフォーマッ
ト，内容，性質，整備の経緯等についても詳細に把握している。このようなことから，仮に他企業が本業務を実
施した場合には，既存機能に障害を与える可能性が高く，ＮｅｗＩＳＬＡＮＤ自体の利用が困難となることが懸
念される。以上のことから、業務を円滑に遂行する企業は富士通株式会社のみであり，よって同社と随意契約を
締結する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

公募を実施
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354
国連ハビタット福岡事
務所

諸外国の地域づくりツール
キットの活用事例に関する
調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月21日 9,016,000

本事業は、アジア・太平洋地域における居住政策調査の一環として、 発展途上国を含む諸外国において、人間
の生活及び居住の質の向上のためには、政府レベルでの政策だけでなく、コミュニティレベルの地域において生
活者その他の主体が一体となり自主的に行動していくことが重要であるとの認識のもと、コミュニティレベルの
自立的な地域づくりを促す有用な施策手段と考えられる地域づくりのためのマニュアルである「ツールキット」
の活用をとりあげ、 諸外国のツールキットを導入した地域づくり事例を収集、分析し、その成果を国内外に発
信、提示するための検討、調査を行うものである。従って、本事業を実施するに当たっては、世界各国の居住政
策、都市問題、とりわけコミュニティレベルの実状について深い知見を有すること、世界各国又は地方自治体に
おける居住政策担当者・関係者とのネットワークを有することが求められる。国連ハビタット（国際連合人間居
住計画）は、世界の各地で都市化が進み、人口が急速に増加している中、住宅環境の悪化や貧困等、世界各地で
顕在化している居住計画上の問題に対処するために設置された国連の機関である。国連ハビタットの活動の基本
方針では、1996年に開催された国連人間居住会議において採択された 「ハビタット・アジェンダ」で、人間居
住問題の解決について、 コミュニティまでを含めた取り組みが重要であるとの基本認識が示されている。この
ため、国連ハビタットでは人間の生活・居住環境改善のための国連の専門の機関として、 世界各国においてコ
ミュニティレベルでの生活の質の向上のための取り組みを支援しており、多様な文化的、社会的条件をもつ世界
各国のコミュニティレベルの実状や生活・居住環境の改善事例についての 高水準の知見を有するとともに、国
連の機関であることから各国政府や地方自治体との強固な関係を有しており、世界各国又は地方自治体における
居住政策担当者・関係者とのネットワークを有することについて 大の機関であることから、国連ハビタットは
上記要件を満たす唯一の機関である。また、国連ハビタットは、福岡市に、アジア・太平洋地域を所管する支部
として、 国連ハビタット福岡事務所を設置しており、アジア・太平洋地域に力点を置く本調査事業は、福岡事
務所に業務を行わせることにより効率的かつ効果的に実施することが可能になることから、本業務の実施に当た
り、同事務所と随意契約をしようとするものである。（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 企画競争を実施

355
（株）建設技術研究所
東京本社

平成17年度災害対策緊急事
業に係る評価要領検討業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年1月4日 9,765,000

本事業は、災害対策緊急事業推進費の配分対象事業における採択基準等を踏まえつつ、当推進費の配分優先度に
関する評価シート及び評価要領を作成することを目的とするものである。本業務の遂行にあたっては、災害対策
事業の緊急性や効果を分析し、経費の配分にあたっての評価項目や評価指標等を論理的に作成する能力が必要で
ある。株式会社建設技術研究所東京本社は、「河川激甚災害対策特別緊急工事解析業務（平成１６年度福井県業
務）、「福岡県西方沖地震に伴う橋梁緊急点検業務」（平成１７年度福岡市業務）を実施する等、災害対策事業
の内容に精通しているとともに、「平成１６年度三重県公共事業プロセスマネジメント構築業務」（平成１６年
度三重県業務）を実施する等、公共事業の評価手法に関しても高い知見と能力を有する唯一の団体である。この
ため本業務を遂行できるのは、当業者をおいて他になく、従って株式会社建設技術研究所東京本社と随意契約を
締結するものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

356
（株）価値総合研究所
港区三田３－４－１０

民間企業におけるＧＩＳの
整備・普及状況に関する調
査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年1月10日 9,652,650

本調査は、「ＧＩＳアクションプログラム2002-2005」の 終年度にあたり、同プログラムにおいてＧＩＳの整
備・普及に大きな役割を果たすことが期待されている民間企業の活動状況を調査、把握し、今後のＧＩＳ政策の
あり方を検討するものである。このため、本業務を遂行するためには、①政府におけるＧＩＳの整備・普及の推
進政策に精通していること、②民間企業におけるＧＩＳの取り組みに関する実情等に精通していること、③ＧＩ
Ｓを含む情報通信技術等に関連した産業動向に精通していること、④成果の取りまとめ等に必要な検討・分析に
ついて十分な経験を保持していることが必要である。株式会社価値総合研究所は、創設以来、調査研究業務にＧ
ＩＳを活用しており、「東京都地形図修正事業に関するアドバイザリー業務委託」（平成１２年度：東京都）、
「地理情報システム（ＧＩＳ）データの提供促進に関する検討調査業務」（平成１５年度：国土交通省）等の調
査研究を実施しているが、政府や地方公共団体における地理情報の提供及び取組状況、地理情報に関わる著作権
や個人情報保護等の法制度に関する体系的な知識に基づいてとりまとめられており、これらの成果は高く評価で
きる。また、「地理情報システム（ＧＩＳ）データの提供促進に関する検討調査業務」（平成１５年度：国土交
通省）、「ＧＩＳの普及・活用状況に関する実態調査」（平成１６年度：国土交通省）では、民間企業等の地理
情報の利用者に係る利活用に関する現状と課題等を検討し、本調査のテーマである民間企業におけるＧＩＳの取
組等に関する幅広い知識と経験に基づいて良好な成果を上げている。さらに、情報通信産業分野では「ＩＴＳ技
術を活用した新たな産業の創出に関する調査研究」（平成９年度：財団法人道路新産業開発機構）、「新規成長
分野の産業集積の実態と発展のための課題に関する調査」（平成１３年度：経済産業省）、「京浜臨海部ロボッ
ト産業集積誘導調査」（平成１４年度：神奈川県）等の調査を行い、ＩＴに関わる産業動向にも精通している。
これらの業務を通じて成果の取りまとめ等に必要な検討・分析について十分な経験も保持している。以上のこと
から、同社は本業務において要求される上記の能力を有していることは明らかである。さらに、上記の各調査業
務を通じて培われたＧＩＳの整備・普及の推進の観点に立脚した今後の取り組み課題への視点は、本業務を必要
な水準でとりまとめる上で不可欠なものである。したがって、本業務円滑に遂行する企業は株式会社価値総合研
究所をおいて他にない。よって同社と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

357
エヌ・ティ・ティ・コ
ムウェア（株）

平成１７年度　総合交通分
析システム（ＮＩＴＡＳ）
機能改良等に関する業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年1月11日 5,985,000

総合交通分析システム（以下、NITAS）は、全総計画目標の達成状況や幹線交通基盤整備の効果、地域連携軸の
形成効果などの社会資本整備効果を把握・分析することを目的に、平成14年度に、従来運用していた総合交通体
系分析システム（NAVINET）に替わる新システムとして開発された。本業務においては、新しく策定される国土
形成計画や社会資本整備計画への活用を視野に入れ、NITASの機能をさらに充実するための機能改善等を行う。
具体的には、経路検索結果ファイル加工機能の追加、各種統計データの追加登録、検索条件設定機能の追加、航
空ネットワークデータの更新を行うものである。エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社は、主としてシステム
及びこれに関わるソフトウェアや各種装置の開発・製作・運用・保守等を行なっている会社である。同社は、平
成14年度のNITAS開発に際し、一般競争入札により落札した社であり、NITASの機能等について精通し、内部構造
全てを把握しており、システム構築・改善に関するノウハウを有しており、本業務を実施するにあたり、十分な
経験と能力を有している唯一の組織である。以上の理由から、本業務の請負先として、エヌ・ティ・ティ・コム
ウェア株式会社と随意契約をするものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）
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358
富士通（株）　東京都
港区東新橋１－５－２

平成１７年度国土情報ウェ
ブマッピングシステム改良
業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年1月23日 5,399,100

本業務は、国土数値情報や国土画像情報（カラー空中写真）を広く国民に向けて情報提供するため、インター
ネット上で手軽に検索、閲覧できる機能をつけた「国土情報ウェブマッピングシステム」について、他のシステ
ムや他機関により提供されている地理情報等をウェブマッピングシステムに取り込むためのインターフェイスの
整備、国土数値情報の更新に伴ったデータの描画方法（表現方法）の変更及び操作性の向上等を実施するもので
ある。本業務の実施に当たっては、①現行の「国土情報ウェブマッピングシステム」の内部構造について全てを
把握していること②国土数値情報に精通していることが必要不可欠である。富士通株式会社は、「国土情報ウェ
ブマッピングシステム」について、平成１３年度の新規開発から昨年度実施した機能拡充開発まで、すべての開
発業務に一貫して従事し、「国土情報ウェブマッピングシステム」の内部構造全てを把握している。さらに、
「国土情報ウェブマッピングシステム」の各種機能については同社固有の技術で構築されていることから、他企
業による機能拡充は技術的に困難である。仮に他企業が本業務を実施した場合には、既存機能に障害を与える可
能性が高く、国土情報ウェブマッピングシステム自体の利用が困難となることが懸念される。また、「国土情報
ウェブマッピングシステム」開発の過程で国土数値情報のフォーマット、内容、性質、整備の経緯等についても
詳細に把握している。以上のことから、業務を円滑に遂行する企業は富士通株式会社のみであり、よって同社と
随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

公募を実施

359
富士通（株）　東京都
港区東新橋１－５－２

平成１７年度国土数値情報
ダウンロードサービス改良
業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年1月23日 12,474,000

本業務は、政府のGISに関する行動目標である「GISアクションプログラム2002-2005」に基づいて別途整備して
いる地理情報標準に準拠した国土数値情報を、広く国民に向けて提供（ダウンロード）するために必要なWebサ
イトを新たに構築することを目的とするものである。Webサイトの構築に当たっては、既存の国土数値情報ダウ
ンロードサイトとの調和性を十分考慮することが必要となる。また、今後より高い頻度で国土数値情報の更新を
行うことが予想されることから、更新されたデータを国土計画局の職員が容易にサーバ上へ登録でき、必要な
ファイルを編集できるようなWebサイトの構築を実施することが必要となる。本業務の実施にあたっては、既存
の「国土数値情報ダウンロードサービス」の内部構造について全てを把握していることが必要となる。また同時
に、「国土数値情報ダウンロードサービス」を設置するサーバ等の機器・環境等に精通していることが必要不可
欠である。富士通株式会社は、既存の「国土数値情報ダウンロードサービス」について、平成１２年度の新規開
発から昨年度実施した機能拡充開発まで、すべての開発業務に一貫して従事し、「国土数値情報ダウンロード
サービス」の内部構造全てを把握している。特に昨年度改良を実施した「国土数値情報ダウンロードサービス」
と、「国土情報クリアリングハウス」等他のサービスとの連携機能については、新サイトにおいてもその機能を
利用することを予定しているが、同機能に精通している者は昨年度改良業務を実施した同社の他にない。さら
に、「国土数値情報ダウンロードサービス」を運用する機器類は、同社が別業務において納入したものであり、
その機器や動作環境等について も詳細に把握している。仮に他企業が本業務を実施した場合には、連携先であ
る「国土情報クリアリングハウス」や「国土情報ウェブマッピングシステム」等の既存サービスに障害を与える
可能性があることから、既存の「国土数値情報ダウンロードサービス」をはじめ、全ての外部への情報公開サー
ビスの利用が困難となることが懸念される。以上のことから、業務を円滑に遂行する企業は富士通株式会社のみ
であり、よって同社と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

公募を実施

360
富士通（株）　東京都
港区東新橋１－５－２

平成１７年度業務アプリ
ケーション保守業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年1月24日 6,939,450

当室では、局内職員向けの内部業務アプリケーションとして「新国土数値情報・利用管理システム
（NewISLAND）」を、また、インターネットを通して広く一般に情報を提供する外部提供業務アプリケーション
として「国土情報ウェッブマッピングシステム」、「国土数値情報ダウンロードサービス」等の業務アプリケー
ションを開発し、運用している。これらの業務アプリケーションについては、必要に応じて機能向上及びコンテ
ンツの充実を目的として、年1回、機能拡充及びデータ登録等の開発業務を実施しているが、 近増えている外
部及び内部からのデータの早期提供要望や、障害対応及びシステム監査実施時の技術上の問合せ等については、
迅速な対応が必要である。本件業務は、随時の業務アプリケーションへのデータ登録作業、ＦＡＱ及び障害対応
等の業務アプリケーションの運用上必要不可欠な業務を専門の知識を有する業者に委託することで、利用者等の
要望への迅速な対応及び安定的な業務アプリケーションの運用の実現を目的に実施する。本業務の実施に当たっ
ては，業務アプリケーションの構造及び機能について詳細に把握していることが必要不可欠である。富士通株式
会社は，「新国土数値情報利用・管理システム」、「国土情報ウェッブマッピングシステム」及び「国土数値情
報ダウンロードサービス」等の業務アプリケーションについて，新規開発から機能拡充開発まで，すべての開発
業務に一貫して従事し，業務アプリケーションの構造及び機能等について全てを把握している。さらに，「新国
土数値情報利用・管理システム」及び「国土情報ウェッブマッピングシステム」については同社固有の技術で構
築されていることから非開示部分も多く，他企業による保守は困難である。このようなことから，仮に他企業が
本業務を実施した場合には，既存機能に障害を与える可能性が高く，業務アプリケーションの運用が困難となる
ことが懸念される。以上のことから，業務を円滑に遂行する企業は富士通株式会社のみであり，よって同社と随
意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）
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361
富士通（株）　東京都
港区東新橋１－５－２

平成１７年度画像処理シス
テム開発業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年1月24日 11,862,900

「画像処理システム（LANDMONITOR）」とは、国土情報整備事業等により収集・整備した高解像度衛星写真等の
国土画像情報をサーバーで一元的に管理するために平成４年度に開発されたＵＮＩＸ版のシステムであり、平成
１３年度からは、より一層の利便性の向上及び新国土数値情報利用・管理システム（NewISLAND）のプレゼン
テーション機能の強化を図ることを目的に、NewISLANDとの連携を図っている。NewISLANDとの連携時に閲覧でき
る衛星写真については、従来は、クライアントPCの処理能力上、原板の写真の解像度では表示が困難であるた
め、表示の際に、写真の解像度を減らす加工処理を行っていた。そのため、写真を拡大表示した場合に写真がモ
ザイク表示となってしまい、本来持っている写真の性能を利用できない状態が続いていた。平成１６年度にクラ
イアントPC、平成１７年度にサーバーの更新が行われ、機器の処理能力が相当程度向上したことから、本業務で
は、NewISLANDとの連携時に閲覧できる衛星写真の表示解像度について、拡大表示にも対応することを目的に、
従来よりも高い解像度の衛星写真も閲覧が可能となるようにLANDMONITORの改良を行う。本業務を遂行するに当
たっては、単に画像処理技術に熟知しているだけでなく、　・LANDMONITORの機能、特にNewISLANDとの連携につ
いて深く理解していること　・収録している衛星写真について深く理解していること以上の点が不可欠となる。
LANDMONITORについては、平成４年度の開発当初から現在まで、富士通株式会社が開発・改良を担当しており、
LANDMONITORのシステム内容、プログラム及び画像情報について同社が詳細に把握しているだけでなく、画像表
示等の処理に同社固有の技術が使われている。また、NewISLANDについても、開発当初から開発・改良を同社が
担当しているだけでなく、随所に同社固有の技術が使われている。そのため、他企業では、富士通固有の技術が
使われている箇所についての把握が困難である。仮に他企業が本業務を行った結果、NewISLANDの動作に異常が
発生した場合には、開発元である富士通のサポートが受けられなくなり、LANDMONITORだけでなく、NewISLAND自
体の利用も困難となる。このようなことから、本業務を円滑かつ確実に実施できる企業は、富士通株式会社のみ
であり、よって同社と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

362
（株）エス・アール・
シー　東京都港区虎ノ
門３－１８－６

平成１７年度国土情報デー
タベースへの統計データ登
録業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年2月15日 4,812,150

国土計画局では、国土情報整備事業等により収集・整備された国土数値情報及び他府省から提供を受けた統計
データ等を一元的に管理し、国土計画の企画・立案業務を支援することを目的として、新国土数値情報利用・管
理システム（NewISLAND：New Information System for LAND）を開発し、運用している。収集した国土数値情報
及び統計データ等については、NewISLANDで利用するために国土情報データベースに登録している。国土計画の
企画・立案業務を支援するためには、時系列分析等の様々な分析が可能となるように過去から現在までの各時点
の多様なデータを蓄積する必要がある。本件業務は、国土計画の企画・立案業務において要望の高い国勢調査の
集計データについて、メンテナンスコストの低減化及びメンテナンスの効率化を念頭に置きつつ、国土情報デー
タベースへの登録を行い、統計データの早期かつ正確な提供を行うことを目的とする。本業務の実施に当たって
は、① 国土情報データベースの構造及び利用環境に精通していること② 統計データに精通していること③
データベースシステムの開発・整備に関して専門性の高い知識、経験を有すること　以上の条件が必須となる。
これらの条件を満たすことのできない業者が本業務を実施した場合、業務を正確かつ迅速に行い得ないばかり
か、データベースの構造及び利用環境に致命的な損害を与える可能性がある。株式会社エス・アール・シーは、
平成２年度から本業務と同種のデータ登録業務に従事し、国土情報データベースの構造に精通するとともに、平
成１７年度の電子計算機システム更新後も日経NEEDSデータの登録業務に従事し、現在の国土計画局電子計算機
システムに精通している。また、これらデータ登録業務において、国勢調査及び事業所・企業統計調査等の数多
くの統計データを取扱っており、統計データにも精通している。さらに、これら業務を通して、高い成果をあげ
ており、データベースシステムの開発・整備に関して専門性の高い知識、経験、実績を有することは証明されて
いる。よって、短期間に正確かつ効率的に本業務を実施できるのは同社の他にないため、本業務の契約先として
同社が唯一の相手方であるので、随意契約をするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

363 富士通（株）
平成１７年度国会等移転に
関する情報発信施策業務

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月1日 3,912,300

本業務の実施にあたっては、ホームページの改善・機能開発に関する業務全般に精通していると同時に、将来に
おけるシステム更新の課題等にも柔軟に対応し得る広範な知識・経験が必要である。また、従来から蓄積されて
きたデータ資産等の継承が、確実に行われることが必要である。さらに、国会等移転ホームページで公開されて
いる意見交換スペース及びメールマガジンのツールは、国土計画局が保有するＷＷＷサーバ（本体サーバ）上に
配置されている。したがって、インターネット・セキュリティに関する日々の対策準備やいざ障害が発生した際
の迅速・的確な対応をするに当たっては、本体サーバのプログラムを熟知している業者である必要がある。富士
通株式会社は、本体サーバのシステムサポート業務等を請け負っており、さらに、平成８年度から国会等の移転
ホームページに係る業務の実行に関し高い実績を有しており、特にＩＤの交付・管理や国民から寄せられた意見
等の収集・整理に伴う個人情報について、適切な管理が行われている。以上のことから、本業務を円滑に、かつ
トラブル等に対しても迅速かつ的確に対応することが可能な唯一の会社であるため、本業務の契約の相手方を富
士通株式会社とするものである。 （会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

競争入札に移行した
もの

364
（株）エス・アール・
シー

平成17年度平成17年国勢調
査人口を基準とした人口推
計システムの整備・構築調
査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月16日 12,332,250

本業務の実施に当たっては、①現行の大都市圏計画等の策定時に使用した人口推計モデルの妥当性を検討し、必
要なシステム構築を行うことから、同モデルに関する高度な知見やノウハウを有すること、②主な使用データで
ある平成17年国勢調査の結果が12月下旬に公表される予定であり、納期までの比較的短期間で同データを用いた
システムテストの過程で生じ得る修正等に迅速に対応する体制が確保されていること等が求められる。受注者
は、現行モデルを開発しており、その際に培われた知識やノウハウを活用することにより、必要なシステムを構
築しシステムテストに伴う修正等に短期間で対応できる、唯一の業者であるため。（会計法第29条の3第4号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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365 （財）日本経済研究所

平成１７年度国会等の移転
に係る新たな民間資金調達
方策に関する基礎的検討業
務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月28日 13,850,000

本業務の実施にあたっては、公的事業の事業計画・資金計画に関する専門知識等を有していること、既存の民間
資金調達の手法、不動産証券化に関する専門知識等を有すること、民間資金調達の新たな手法（特に「社会投資
ファンド）に関する有識者の見解を収集、整理し、民間資金調達の新たな手法を検討する能力を有することが必
要である。財団法人日本経済研究所は、企業動向の分析等、国や地方の開発計画及び産業振興に関する調査研究
等を行う公益法人である。「社会投資ファンド」等に係る調査に当たっては、国や地方の実施する開発事業等に
おける同ファンド適用のシミュレーション分析を実施することとなるなど、同研究所の事業に合致するものであ
る。また、同研究所は、公的事業の事業計画・資金計画に関する専門知識を有し、「社会投資ファンド」に関す
る提唱を行ったグループの所属する日本政策投資銀行からの受託調査研究を数多く手がけ、同銀行と相互に協力
関係を結ぶ唯一の公益法人である。また、同研究所は、政府、地方公共団体等の資金調達方策に関する調査研究
の実績を有している。以上のことから、本業務を確実かつ円滑に履行できるところは同協会のみである。よっ
て、本業務について協会と随意契約するものである。 （会計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

366
（財）社会経済生産性
本部

平成１７年度国会等の移転
オンライン講演集作成業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月30日 13,608,000

本業務の実施にあたっては、これまで１００名以上の学識経験者、有識者、著名人など様々な分野で活躍されて
いる方々から頂いた意見の総括を行うことから、オンライン講演会を包括的かつ詳細に把握している必要があ
る。そのためには人物の選定、インタビューの実施及びその内容のとりまとめ作業を実際に行うとともに、幅広
い分野の多岐にわたるテーマによる講演内容を正確に整理、分析し、国民の関心を喚起できる構成内容としてと
りまとめることが必要不可欠である。また、国会等の移転に関するこれまでの経緯や議論を熟知するとともに豊
富で広範な知識及び経験を有していることが必要である。財団法人社会経済生産性本部は、平成１１年度から昨
年度まで、「国会等の移転オンライン講演会実施業務」を請け負っており、企画、人選、インタビュー、内容の
とりまとめ等の業務を行い、その内容についても講演者及び読者双方から高い評価を得てきており、国会等の移
転に対する国民の理解を深めることに多大な成果を上げている。さらに、これまでのインタビュー実施にあたっ
て、事前に国会等の移転の経緯、議論について十分把握した上で実行している。また、これまで実施した講演者
からのインタビュー情報を全て有していることから講演内容を正確に整理、分析して、国会等の移転に関する国
民の関心を喚起するに十分な成果を上げることが出来る。あわせて、これまでに経済政策、社会政策、福祉政策
等に関わる諸課題の解決に資するための調査及び研究、情報の収集及び提供を行っており当財団は豊富で広範な
知識及び経験を有している。以上のことから、財団法人社会経済生産性本部は、本業務を確実かつ円滑に履行で
きる唯一の機関である。よって、財団法人社会経済生産性本部と契約を結ぶものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地が
あり

競争入札に移行した
もの

367
（財）日本システム開
発研究所

首都圏整備における防災面
の観点からの検証調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月16日 14,694,750

本調査の実施にあたっては、首都圏における地方公共団体の防災に関する計画を熟知しているとともに、復興事
業に求められる要素等に関する知見や経験を有している必要がある。財団法人日本システム開発研究所は、国及
び東京都の復興に関する業務を受託しており、復興事業に求められる要素等に関する知見を有する唯一の法人で
あり、本調査を実施できる唯一の法人である。（会計法第29条の3第4項、予決令102条の4第3項）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

368

（株）ＣＳＲ経営研究
所東京都港区赤坂3丁
目4-3赤坂ゲイトウェ
イ5階

国土の将来シナリオの作成
に関する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年1月19日 10,227,870

これまでの国土計画は、開発を基調とした量的拡大を指向する「全国総合開発計画」を中心に展開されてきた
ところであるが、人口減少下の成熟社会に対応するため、「全国総合開発計画」に代えて新たに「国土形成計
画」を策定することとしたところである。国土形成計画は、これから始まる人口減少等を背景に、国民の間で
不安・不透明感がある中、国土政策上の様々な課題に対する処方箋を示し、国民が安心して生活しうる国土の
将来像と豊かでゆとりある国民生活のあるべき姿を示すことが求められる。これまでの長期的な計画は、とも
すれば、現在のトレンドの延長線上で考えられがちであったが、現在のように変化の速い世の中においては、
トレンドの延長線上で将来像を考えることは、困難になってきている。そのため、有史以来の人口減少社会を
控え、国土と国民生活の将来像を示す国土形成計画の検討に当たっては、これまでのトレンドの延長線上だけ
ではない、新たな計画策定手法が求められる。本調査業務は、諸外国や国内の「バックキャスティング」手法
の採用例を参考にしつつ、人口減少下の成熟社会にふさわしい計画の作成手法について検討し、その検討結果
を基に、あるべき国土と国民生活の将来像を描くことを目的に行うものである。本調査業務の実施にあたって
は、ヨーロッパなどの諸外国や国内におけるバックキャスティング手法が採用されている計画例を分析し、バ
ックキャスティングによる計画策定手法を整理することから、諸外国や国内におけるバックキャスティングに
よる計画例について広範な知識と経験、豊富なデータを有している必要がある。さらに、その検討結果をもと
に、バックキャスティング手法を用いて、国土と国民生活の将来像を描くためには、国土政策上の知識のみな
らず、国土と国民生活の将来像に対する国民のニーズを把握しておくことが必要である。株式会社ＣＳＲ経営
研究所は、スウェーデンなどの諸外国のバックキャスティングによる計画例を熟知しているとともに、大手企
業などからバックキャスティング手法によるＣＳＲ戦略のコンサルティングを豊富に受注しているなど、国内
での研究事例の少ないバックキャスティング手法について、諸外国及び国内のバックキャスティング手法によ
る計画例を熟知している。さらに、同社は、インターネット上で、国民各層から２０年後（２０２５年）の暮
らしのイメージを短冊形式で募集することで、社会づくり・地域づくり・国づくりの長期的なビジョンを描く
「言の葉さらさらプロジェクト」を実施し、６万枚以上の回答を収集、分析していることから、国土と国民生
活の将来像に対する国民のニーズを把握しており、効率的な国土の将来シナリオの作成が可能である。以上に
より、株式会CSR経営研究所は、本調査業務を効率的かつ効果的に実施できる唯一の機関である。従って、会
計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約するものである。（会計法第２９条
の３第４号）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の
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369
富士通株式会社
東京都港区東新橋1-5-
2

平成17年度首都圏の都市環
境インフラデータベース改
良業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年2月1日 5,903,100

同社は、本データベースの新規開発から機能向上業務まで、すべての開発・改良業務に従事し、内部構造を全て
把握している。さらに、国土情報ウェブマッピングシステムの各種機能については、同社固有の技術で構築され
ていることから、非開示部分も多く、他企業による機能拡充は困難であり、仮に他企業が実施した場合に既存機
能に障害を与える可能性が高いことから、本事業を円滑に遂行できる唯一の法人であるため。（会計法29条の3
第4項）

その他
その他（競争入札も
しくは企画競争に移
行）

370
特定非営利活動法人Ｎ
ＰＯサポートセンター

ＮＰＯとの協働のあり方に
関する検討調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年2月10日 3,150,000

本調査の実施にあたっては、広域地方計画の策定におけるNPOの参画方法や意見の反映方法について、全国のNPO
を対象に意見聴取したうえで、NPOとの協働のあり方について検討を行うため、全国のNPOとの密接なつながりを
有しているとともに、行政とNPOとの協働のあり方についての知見を有している必要がある。特定非営利活動法
人NPOサポートセンターは、全国の様々なNPOとのネットワークを有しており、NPO活動の現在の動向を幅広く把
握している唯一の法人であるとともに、行政とNPOの協働に関する業務を数多く受託しており、本調査を実施で
きる唯一の法人である。（会計法第29条の3第4項、予決令102条の4第3項）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

371
（株）富士通総合研究
所

ボランティアホリデー推進
調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月28日 14,517,615

本調査は、平成16年度に「国土施策創発調査」にて実施した調査の中で検討した、市民ボランティア活動を契機
とした大都市圏と地方圏との、一過性ではない長期的交流人口の拡大を通じて、地域再生・活力向上を図る「ボ
ランティアホリデー」を推進するための、方策を調査するものである。そして、契約相手については前年にボラ
ンティアホリデーの枠組みを策定していることで、事業の継続性保持の観点や、関連する各地域からの要望をふ
まえて選定したものである。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

372 （財）北陸経済研究所
平成17年度「北陸地方開発
促進に関する資料等の収
集・整理等業務」

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月17日 3,108,000

本業務は、北陸地方開発促進法が廃止されることを受けて、北陸地方開発促進法の制定当時から現在までの、北
陸地方の開発の歴史や各種取り組みについて、関係資料・データ等を収集・整理することで、今後の北陸地方の
整備推進の際に参考にできるようにすることを目的としたものである。そして、契約相手については、過去に北
陸地方開発促進法から策定された計画について、その立案等に携わることで、パイプ等を有することにより、資
料の過不足が生じることないために選定したものである。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第３号）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

373 四国経済連合会
平成17年度「四国地方開発
促進に関する資料等の収
集・整理等業務」

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月17日 3,118,500

本業務は、四国地方開発促進法が廃止されることを受けて、四国地方開発促進法の制定当時から現在までの、四
国地方の開発の歴史や各種取り組みについて、関係資料・データ等を収集・整理することで、今後の四国地方の
整備推進の際に参考にできるようにすることを目的としたものである。そして、契約相手については、過去に四
国地方開発促進法から策定された計画について、その立案等に携わることで、パイプ等を有することにより、資
料の過不足が生じることないために選定したものである。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第３号）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

374
（財）九州経済調査協
会

平成17年度「九州地方開発
促進に関する資料等の収
集・整理等業務」

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月17日 3,150,000

本業務は、九州地方開発促進法が廃止されることを受けて、九州地方開発促進法の制定当時から現在までの、九
州地方の開発の歴史や各種取り組みについて、関係資料・データ等を収集・整理することで、今後の九州地方の
整備推進の際に参考にできるようにすることを目的としたものである。そして、契約相手については、過去に九
州地方開発促進法から策定された計画について、その立案等に携わることで、パイプ等を有することにより、資
料の過不足が生じることないために選定したものである。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第３号）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

375 （株）日本総合研究所
平成17年度地域産業振興に
必要な社会・国土基盤に関
する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月14日 9,700,000

本調査は、地方圏における新たな地域成長の原動力として期待される、産業や企業活動の事例について、既存の
成功事例の把握・分析による、地域活性化に必要となる国土基盤整備の方向性検討によって、国土形成計画の策
定に資することを目的としたものである。そして、契約相手については、各地方による既存の成功事例の分析結
果を有し、そこからのパイプによるヒアリングによる実勢の把握が可能な相手を選定したものである。（会計法
第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

376
（株）日本能率協会総
合研究所

平成17年度「地方圏におけ
る都市的サービス向上のた
めの方策等検討調査」

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月14日 14,763,000

本調査は、都市的サービス未充足地域の住民が、効率的にサービスを享受・向上する上で必要となる方策等を検
討し、国土形成計画の策定に資することを目的とした調査である。そして、契約相手については地方ブロック全
域にわたる社会経済の動向や、交通基盤整備の状況把握等に精通し、情報及びデータ等を網羅的に保有している
ため、契約相手として選定したものである。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

377 （株）三菱総合研究所
広域地方計画の指標に関す
る検討調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月15日 9,475,000

本調査は、地方公共団体や国の地方支分部局が策定する、それぞれの計画の中で位置づけられた、指標の収集整
理・内容分析を行うことで、広域地方計画の策定及び推進状況の把握等を行うための調査である。そして、契約
相手については、これらの指標分析や各種計画に精通していることや、政策評価に対しての分析等についても、
経験から蓄積されたノウハウを所有していることから、契約相手とした。（会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３号）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の
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378
（株）プランニング
ネットワーク

平成17年度景観形成事業推
進費ガイドライン検討業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月16日 12,600,000

本業務の遂行にあたっては、景観形成事業に関する幅広い知見、委員会運営能力、住民参加によるまちづくりに
関する幅広い知見などの能力を有していることはもとより、平成１６年度に実施された業務の趣旨・内容を熟知
し、また、委員会の継続的な運営等を行うことが必要不可欠であり、本業務を継続的かつ効率的に遂行すること
ができる唯一の団体であるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

379

富士通（株）　東京都
港区東新橋１－５－
２・センチュリー・
リーシング・システム
（株）　東京都港区浜
松町２－４－１

平成１７年度国土数値情報
利用・管理システム用機器
等一式

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月1日 4,491,585

「国土数値情報利用・管理システム用機器等一式の賃貸借契約」（以下，「本契約」という）は，平成13年度当
時，新たな業務システムの稼動にあたり，不足している電子計算機器を調達するために，一般競争入札を実施
し，富士通株式会社及びセンチュリー・リーシング・システム株式会社を契約先として，賃貸借契約を行ったも
のである。現在稼動している電子計算機システムは，本契約及びもう一つの賃貸借契約である「国土計画局電子
計算機及び関連システム等一式の賃貸借契約」の機器で構成されているが，両契約の相手先が同一であったこと
から，調達時点の違いによる機器の性能等の差異を吸収しつつ，情報セキュリティ対策及び障害対策が一体にな
され，電子計算機システムとして一体的かつ安定的に構築されている。これらのことから，本契約終了に伴う新
たな機器の賃貸借契約にあたっては，現在稼動している業務システムの安定かつ確実な運用及び電子計算機シス
テムとしての一体性が確保されることが，契約先を選定する上で必須の条件となる。本契約について新たに契約
先を選定した場合，他方の契約による機器と製造者が異なることによる機器自体の違いや，製造者が同じであっ
ても性能及びバージョンの差がより大きいこと等により，これまで築いてきた一体性が崩れ，安定的な運用が困
難になる恐れがある。以上のことから，本契約を円滑かつ確実に実施できる企業は、富士通株式会社及びセン
チュリー・リーシング・システム株式会社のみであり、よって富士通株式会社及びセンチュリー・リーシング・
システム株式会社日本電子計算機株式会社と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

380

富士通（株）　東京都
港区東新橋１－５－
２・日本電子計算機
（株）　東京都千代田
区丸の内３－４－１

平成１７年度国土交通省国
土計画局電子計算機及び関
連システム一式の賃貸借

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月1日 173,339,677

本システムは，大型電子計算機，各種サーバー類及び土地総合情報ライブラリーが一体として構築されており，
その一括した運用・管理が効率的に行われるとともに，従来から蓄積されたソフトウェア及びデータ資産の継承
が確実に行われることが，契約先を選定する上で必須の条件である。（１）ソフトウェア・データ資産の継承
国土数値情報利用・管理システム（以下「ＩＳＬＡＮＤ」という。）を形成しているソフトウェアは，富士通株
式会社が提供するデータベースソフトを基盤として開発されており，このデータベースソフトを他社から入手す
ることは不可能である。ＩＳＬＡＮＤ稼動のためにこのデータベースソフトは必須のものであり，他社製の電子
計算機システム上での稼動は保証されていない。（２）システムの安定的な運用・保守体制の継承　ＩＳＬＡＮ
Ｄ及び土地総合情報ライブラリー等の現在のシステムは，初期のシステムを基に長期間にわたり機能の変更，追
加，拡充を実施することにより構築されてきたものである。このため，システムの安定稼働には，システムの構
築を通じてこれまでに積み上げてきた業務内容及び処理形態等のシステム全般に関する知識の蓄積を活用した運
用・保守体制が不可欠である。以上のことから，本契約を円滑かつ確実に実施できる企業は、富士通株式会社及
び日本電子計算機株式会社のみであり、よって富士通株式会社及び日本電子計算機株式会社と随意契約を締結す
る。（会計法第２９条の３第４項、特例政令第13条第１項第２号）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

381
（財）日本システム開
発研究所

開放性海域における沿岸域
総合管理導入調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年6月8日 13,482,000

本調査は、我が国において未だに確立されていない沿岸域圏の総合的管理の実現に向けて、必要な技術や知識を
収集・蓄積することを目的とするものであり、普及啓発活動を始めとする沿岸域総合管理に係る実地の取組を行
い、全国への適用の可能性等について検討することとしており、本調査の実施にあたっては、沿岸域管理につい
ての幅広い知識、豊富な調査実績等を有する必要がある。財団法人日本システム開発研究所は、日本沿岸域学会
の事務局を努めるなど、常時数多くの学者、研究者等との間で、海洋・沿岸域に関する意見交流、研究開発等に
関わっており、海洋・沿岸域をめぐる 近の情勢変化、行政機関、民間団体等の取組のほか、新たに展開されて
いる国際的な議論・研究等についても豊富な知識、調査実績を有している。また、当該法人は、平成１２年度及
び平成１３年度に「伊勢湾沿岸域における総合的管理の実現に資する社会資本整備計画調査」、平成１４年度に
は「瀬戸内海における沿岸域管理の在り方調査」、平成１５年度には「瀬戸内海沿岸域における総合的管理の在
り方調査」、平成１６年度には「国内外における沿岸域の総合的管理実態調査」を受託しており、当該調査等に
よって蓄積してきた豊富な知識・経験は、今回の調査を行うに当たっても活用することができるものである。上
記を踏まえ、財団法人日本システム開発研究所は本調査を円滑に遂行できる唯一の法人であり、同社と随意契約
することとする。（会計法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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382
株式会社UFJ総合研究
所〒105-8631東京都港
区新橋1-11-7

平成１７年度国土政策シ
ミュレーションモデル開発
業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月16日 8,994,346

本業務においては、人口動向の将来像を的確に把握するための将来人口・世帯推計モデルの拡充を行うととも
に、供給される労働力が地域別に異なることによる地域別所得を把握するための計量モデルを用いたシミュレー
ション分析を行うこととする。その実施に当たっては、経済モデルの構築や膨大なデータの処理を含む相当の業
務量が見込まれ、また、高度な調査分析力が必要不可欠である。(株)ＵＦＪ総合研究所は、「マクロ経済展望に
関する調査」（平成16年度内閣府調査）において、将来のマクロ経済の展望について議論を行い、あるべき方向
性について検討を行っている。同調査は、内閣府「日本２１世紀ビジョン」の策定に際して実施されたものであ
り、本業務が「日本２１世紀ビジョン」で使用された経済モデルを基本としていることから、その議論を十分に
把握していることは大変重要である。また、「地域経済に関する分析調査」（平成16年度経済産業省調査）を受
託し、全国の経済圏を包括的に取り扱った地域マクロモデルを構築・分析を行っており、基礎的統計データの収
集及び加工に関する高度な専門的能力及び経験を豊富に有している。さらに、本業務についてヒアリングを実施
したところ、マクロモデルに関する相当程度の専門的知識を有することが確認された。また、人口関係について
も、「人口減少、少子・高齢化時代における人口の地域分布変動と地域間移動に関する調査」（平成14年度国土
交通省国土計画局調査）等の調査実績があり、当該分野への専門的能力を有することが認められる。したがっ
て、（株）ＵＦＪ総合研究所は、本業務の特殊かつ高度な経済モデルの構築等を効率的かつ効果的に実施するこ
とができる唯一の法人であり、本法人と契約するものとする。（会計法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

383
（株）日本総合研究所
〒102-0082東京都千代
田区一番町16

東アジア経済圏との連携協
力に資する国土基盤のあり
方検討調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月30日 13,955,474

本業務は、我が国が東アジアの一員として東アジア諸国とともに発展していくためには、特に東アジア諸国との国際的な交通・
情報通信ネットワークの充実、国内交通との円滑な接続などの利便性向上や海外からの観光客誘致が重要であるとの認識のも
と、東アジアと日本の連携における物流・人流を含めた交通、情報通信、観光分野の今後の役割、東アジアと日本の連携により
わが国の活力を維持するための国土基盤のあり方、及び、これらを実施した後の東アジアとの連携の効果について検討を行うも
のである。本調査では、具体的には、物流や人流を含めた交通、さらには情報通信、観光分野等における現状や施策等につい
て、情報を収集・整理するとともに、課題を抽出し、それらを解決し、効果的な国土基盤の方策について検討・提案するもので
あることから、実施にあたっては、交通、情報通信等の国土基盤について、広範かつ専門的な情報の把握・分析を行うことので
きる十分な知識・能力が必要とされるほか、観光分野に関する産業や国際的な動向などについての情報収集・調査分析能力が求
められる。株式会社日本総合研究所は，１９６９年に設立され，以後約３５年にわたり公共政策を始めとしてさまざまな分野に
おいて，総合的な調査研究と実践的なコンサルティング、戦略立案や政策提言を行なっており、国や自治体・企業が抱える問題
への解決を提言してきている。これまでにも国土基盤整備政策に関する研究実績，研究成果は数多く，現実的で具体的な方策を
提供してきた。同研究所では、交通分野について、「地方における主要施設の機能分担に関する調査」（平成１５年度：国土交
通省）において、空港、港湾、廃棄物処理施設等を事例として、旅客・貨物流動に関する実態を把握し、地方における機能分担
等について分析・検討しているのをはじめ、空港、港湾、道路に関する需要実態調査やデータ整備、効果分析など数多くの調査
業務を実施している。さらに、交通を基礎とした循環型社会の構築として「ゴミゼロ型都市形成のための静脈物流調査」（平成
１４，１５年度：国土交通省）において、リサイクルポート、鉄道、道路を組み合わせた広域静脈物流のあり方について、大型
海上コンテナを用いた複合一貫輸送などを含め検討しているが、これは、個別の交通施設の検討にとどまらず、今後の東アジア
との連携のための国土基盤のあるべき姿を展望しているものである。情報通信に関しても、数多くの地域情報化やアジア情報通
信ネットワークに関する調査分析業務を行っており、例えば「情報通信基盤を活用した地域ＩＴ推進検討業務」（平成１３年度
：国土交通省）においては、地域情報化や国土基盤整備としての情報通信基盤のあり方についての検討を行っている。また、同
研究所の自社プロジェクトとして、アジアインターネット白書を作成しているが、そこではアジアの情報通信インフラ等につい
て分析・将来展望を行い、アジアにおける日本の役割を提示しており、その作成の過程において、アジア諸国の情報通信関連の
データや知見が蓄積されている。また、同研究所は観光について、観光計画の策定や動向調査等を多数実施しており、本調査に
関連する国際観光戦略や地方部における観光客誘致等に関する知見を有している。例えば「国際観光振興戦略に関する調査」
（平成１１年度：長崎県）において、アジアの国別に市場動向を把握し、東アジア圏の外国人観光客の選好に関する分析をし、
国際観光振興に関する県の役割と観光戦略について提言を行っている。これらの業務より、同研究所は、交通、情報通信等の国
土基盤について、広範かつ専門的な情報の把握・分析を行うことのできる十分な知識・能力を有し、さらに観光分野に関する産
業や国際的な動向などについての情報収集・調査分析能力を有しているといえる。また、本調査においては、東アジアと日本と
の連携により我が国の活力を維持するための国土基盤のあり方の検討を行うことから、東アジアと日本との国際連携について精
通しているとともに、アジア諸国の経済活力、国際競争力等についての基本的かつ体系的な知識が必要である。同研究所では、
「国際競争力を有する拠点の形成策に関する調査」（平成１６年度：国土交通省）において、都市圏の国際競争力の源泉として
知的創造活動に注目し、世界と連携した競争力の高い拠点となる都市圏づくりについて検討し、世界と都市圏の競争に必要な要
素に関する知見を得ており、さらにその検討過程において、国際連携や国土形成に関する専門家とのネットワークが構築されて
いる。また、数多くの、東アジアとの国際連携に関する調査検討業務を実施しており、「東アジア経済連携の展開と中小企業の
取組調査」（平成１６年度：中小企業庁）において企業における海外展開の動向を調査し、日本と東アジアとの国際連携につい
て検討を行っている他、「東アジア諸国に対する国際戦略のあり方に関する研究」（平成１６年度：文部科学省）や、「ＦＴＡ
交渉に係るＡＳＥＡＮ投資環境調査」（平成１６年度：経済産業省）などの調査業務において、東アジア経済交流圏の現状や今
後の展開方策等についての検討を行っている。これらの業務を通じて、同研究所は、東アジアと日本との国際連携について精通
しているとともに、アジア諸国の経済活力、国際競争力等についての基本的かつ体系的な知識を有しているといえる。以上よ
り，株式会社日本総合研究所は，本業務の実施に求められる、交通、情報通信等の国土基盤について、広範かつ専門的な情報の
把握・分析を行うことのできる十分な知識・能力を持ち、さらに観光分野に関する産業や国際的な動向などについての情報収集
・調査分析能力を有しているといえ、また、東アジアと日本との国際連携についても豊富な知見を有し、アジア諸国の経済活
力、国際競争力等についての基本的かつ体系的な知識が蓄積されていると認められ、かつこれらの能力等を総合的にすべて有す
る団体は同研究所をおいて他にない。したがって，本業務の契約先として，株式会社日本総合研究所と随意契約を結ぶこととす
るものである。（会計法第２９条の３第４項）
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384
（株）三菱総合研究所
東京都千代田区大手町
二丁目３番６号

航空写真の所在検索・案内
システムの拡充に関する調
査業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月17日 10,920,000

本業務は、GISの整備・普及に関する政府の取り組みの基本である「GISアクションプログラム2002-2005」（20
02年2月20日・地理情報システム（GIS）関係省庁連絡会議）に位置付けられた“基本空間データ、デジタル画
像の電子化・提供の推進”を具体的に実行するために平成16年度に構築した、国土交通省が保有する航空写真
画像情報の所在案内システムについて、その拡充を実施するために必要となる情報の収集や改良方針について
の検討、システム拡充・改良の支援を実施するものである。本業務の遂行にあたっては、航空写真を始めとす
る画像情報を取り巻く状況及び地理情報システム（GIS）関係省庁連絡会議などにおける取り組みや議論にも
精通しており、さらに国土情報整備室で整備した航空写真画像情報所在検索・案内システム(仮称。以下案内
システムという。)について精通していることも必要となる。株式会社三菱総合研究所は、設立以来、民間シ
ンクタンクとして、企業、官公庁・地方公共団体、団体等に対して調査研究やコンサルティングを通じて、戦
略立案、政策策定等の支援を行っており、国土交通省の各種施策に係る調査研究やデータの収集・分析を手が
けて多数の実績を有し、良好な結果を得るとともに、前述の要件を満たすに十分なノウハウを具備している。
具体的には平成9～11年度「GISの標準化に関するモデル地区調査」及び平成12年度「デジタル画像の利活用に
関する調査」では、高精度衛星画像の行政活用を中心としたデジタル画像活用の検討を行っているほか、平成
12年度「デジタル画像を中心としたGISの新たな展開方策に関する調査」および平成15年度「デジタル画像の
利活用推進のための調査」では、①航空写真を中心とした画像の整備状況とその提供可能性、②国・自治体等
における提供の状況、提供に関する問題点についての検討、③国民の画像情報へのニーズと現状のシステムに
関する認知度の把握など、画像情報の整備及び有効利活用に関連する調査検討業務を行い良好な成果をあげて
いる。更に、平成13年度においては「次期GIS計画策定のためのGIS展望調査」により平成14年度を初年度とす
る「ＧＩＳアクションプログラム2002-2005」の策定に必要な民間や学会、地方公共団体等で進められているG
IS関連施策の取組状況やGISの整備効果を把握するとともに、各界の有識者へのヒアリング等を実施するなど、
GIS関係省庁連絡会議における取り組みや議論に精通している。さらに、平成16年度に「国や地方公共団体が
保有する航空写真画像情報の有効活用促進のための調査」を国土計画局より受託しており、案内システムに関
して深い知識を有している。このように株式会社三菱総合研究所は、①航空写真を始めとする画像情報を取り
巻く状況、②地理情報システム（GIS）関係省庁連絡会議などにおける取り組みや議論に精通しており、さら
に③案内システムについて深い知識を有していることから、本業務を実施することが出来る唯一の相手先であ
り、確実な成果物を得るために同社と随意契約を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

385
みずほ情報総研（株）
〒101-8443東京都千代
田区神田錦町２－３

平成１７年度高齢者等が暮
らしやすい都市圏の持続可
能なマネジメントのための
「かたち」と「しくみ」の
あり方検討調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月25日 14,944,545

本調査は、都市の中心部と郊外部から周辺部まで含めた「都市圏」単位での適切な国土利用のため、都市圏の
「かたち」と「しくみ」の両面からの施策展開の方策を検討するものである。本調査を円滑に遂行するために
は、大都市圏から農村まで含めた国土政策全般について十分な知識を有するとともに、人口減少、高齢化、環境
制約、財政制約に起因する幅広い課題に対して十分な知見と豊富なデータを有する必要があり、さらには、国内
外の事例を調査、分析するための充分な経験と能力を有する必要がある。みずほ情報総合研究所株式会社は、近
年、国土交通省より、「我が国の活力回復に資する国際的に魅力ある都市・地域の整備に向けた基礎調査」（平
成　１４年度）、「首都圏基本計画に基づく圏域整備の評価に関する調査」（平成　１６年度）など国土計画に
関する調査を多数受託し、いずれも期待どおりの結果を十分出しているところであり、また、他機関からも「米
国における街づくりの支援制度に関する調査研究事業」（平成１６年度、経済産業省）、「社会の変化に対応し
た新たな都市政策の視点に関する調査」（平成１６年度、東京都）、「福祉・生活関連サービス分野における高
齢者雇用・就業モデル構築調査」（平成１３年度、（財）高年齢者雇用開発協会）などの調査を受託するなど都
市政策、国土利用政策について精通しているとともに、的確に情報収集・分析を行う体制を有することが確認さ
れている。以上により、みずほ情報総合研究所株式会社は本調査に必要な事項に関して高度な知見・体制を有し
ており、本調査を効果的・効率的に遂行できる唯一の団体であるため、本団体と契約するものである。（会計法
第２９条の３第４号）

その他
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386
（株）野村総合研究所
〒100-0005東京都千代
田区丸の内1-6-5

国土基盤に関する将来展望
調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月27日 14,490,000

本業務は、国土形成計画法に基づく新たな国土計画の策定が今年度開始されるが、新たな国土計画の審議事項
のうち交通、情報通信、防災等の国土基盤のあり方について、特に課題となる、国土の蓄積を活かした国土形
成と国土基盤投資のあり方、条件不利地域を支える交通・情報通信体系、地域ブロックを繋ぐ広域交通・情報
通信体系のあり方、人口減少下における都市構造を実現するモビリティ確保、大規模地震対策など国土防災基
盤のあり方とリダンダンシー、静脈物流など循環型国土形成と基盤整備等を中心に将来展望を十分に見据えた
上で、方向性やあり方をについて検討を行うものである。本調査では、具体的には、既存ストックの有効活用
方策、条件不利地域への対応、広域の交通・情報通信体系、都市内交通環境等について、課題を抽出し、それ
らを解決し、効果的な国土基盤の方策について検討・提案するものであることから、広範かつ専門的な情報の
把握・分析を行うことができる十分な知識・能力が必要とされるほか、社会面、経済面、生活面等、将来の国
土基盤のあり様に影響を与える様々な動向についての情報収集・調査分析能力が求められる。株式会社野村総
合研究所は、１９６５年に設立され、以後４０年にわたり社会のあらゆる領域において、総合的なリサーチ、
コンサルティング、ソリューションの提供を行ってきており、官公庁に対する政策提言も行ってきている。こ
れまでにも、国土計画・国土政策・制度に関する研究実績は数多く、具体的な成果を提供してきた。同研究所
では、国土政策・計画、社会資本、国土基盤に関する調査として、「効率的な国土基盤整備を進めるための既
存ストック量把握方法検証調査」（平成１３年度：国土交通省）及び「将来の国土基盤の維持更新の需要推計
調査」（平成１４年度：国土交通省）において、国土基盤の維持更新費の将来推計をとりまとめ、今後の課題
を具体的に示した。また、「維持更新需要増大下での国土基盤の効率的な整備・管理方策検討調査」（平成１５
年度：国土交通省）において、国土基盤の効率的な整備・管理方策の具体例を示した。その他、条件不利地域
に関連する調査として「地域の自主性・主体性を生かした国支援特例のあり方に関する調査」（平成１４年度
：国土交通省）他、地域ブロック間連携に関する調査として、「圏域間連携及び交流に関する調査」（平成１３
年度：国土交通省）他、防災に関する調査として、「リスク管理による総合防災対策と国土利用」（平成１６年
度：国土交通省）他、静脈物流に関する調査として、「アジア産業廃棄物処理及びリサイクル実態調査」（平成
１５年度：国土交通省）他の調査研究実績を有している。これらの多数の業務遂行実績を通じ、同研究所は、
国土基盤分野について精通しているとともに、国土基盤のあるべき姿を的確に調査分析し体系的にとりまとめ
る十分な知識を有していると言える。以上より、株式会社野村総合研究所は、本業務の実施に求められる、国
土基盤の将来展望を的確に見通すための広範かつ専門的な情報の把握・分析を行うことのできる十分な知識・
能力を持ち、また、同研究所は本業務で有効に活用できる広範かつ具体的な知見の豊富な蓄積があると認めら
れ、かつこれらの能力等を総合的にすべて有する団体は同研究所をおいて他にない。したがって、本業務の契
約先として、株式会社野村総合研究所と随意契約を結ぶこととするものである。（会計法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

387
（株）日本総合研究所
〒102-0082東京都千代
田区一番町１６番

平成１７年度産業展望・国
際競争力に関する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月28日 6,991,933

国土形成計画では、基本理念において、「国際競争力のある経済社会の基盤となる国土を実現するための施策を
適切に定める」としているところであり、平成19年から始まる人口減少時代の到来を迎えつつある我が国が国際
競争力を強化していくことは、喫緊に対処すべき国土政策上の課題であることから、人口動態や経済のグローバ
ル化を踏まえた、国際競争力強化の観点からみた産業構造の将来展望に関する包括的な情報を把握し分析を行う
必要がある。本調査は、2030 年までの長期予測に関する多数の専門的な情報を効率的に収集・分析することに
より、産業構造の長期展望を行い、国土政策の施策の基礎資料とすることを目的とするものである。本調査を円
滑に遂行するためには、国土政策全般について十分な知識を有するとともに、経済産業政策に関し広い知見を有
する必要があり、かつ、2030年までの長期予測に関して多数の専門家の情報を包括的に収集するデルファイ調査
の実施や、ＳＮＡ産業連関表から2030年までの長期予測を可能とするＳＮＡ産業連関シミュレーション・モデル
の構築など専門的な調査内容を的確に実施できる知見と体制を有する必要がある。株式会社日本総合研究所は近
年、国土交通省より、「多様な主体による地域の自立・安定にむけた戦略のあり方に関する調査」（平成１５年
度）、「国際競争力を有する拠点の形成策に関する調査」（平成１６年度）、「地域の活力の現況に関するデー
タ分析調査」（平成１６年度）など国土計画に関する調査やデータ分析調査を多数受託し、いずれも期待どおり
の結果を十分出しているところであり、国土政策全般について精通しているとともに、的確に情報収集・分析を
行う体制を有することが確認されている。以上により、株式会社日本総合研究所は本調査に必要な事項に関して
高度な知見・体制を有しており、本調査を効果的・効率的に遂行できる唯一の団体であるため、本団体と契約す
るものである。（会計法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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388
（株）三菱総合研究所
〒100-8141東京都千代
田区大手町２－３－６

平成１７年度都市・産業
データベースに関する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月28日 14,605,500

国土形成計画では、基本理念において、「人口及び産業の動向その他の社会経済構造の変化に的確に対応した国
土の形成に関する施策を適切に定める」としているところであり、人口及び産業の動向その他の社会経済構造を
的確に把握するためには、 新のデータを収集・分析する必要がある。本請負調査では、経済社会統計等から効
率的にデータを収集・分析し、都市間連携や国際競争力に係る指標の作成、都市規模別の将来像のシナリオ予測
及び課題の整理を行い、国土計画の策定に係る基礎資料となる都市・産業データベースの構築を目的とするもの
である。本調査を円滑に遂行するためには、国土政策全般について十分な知識を有するとともに、経済産業政
策、都市政策に関し広い知見を有する必要があり、さらには、担当者の指示に基づき、経済社会統計等から迅速
にデータを収集・分析できる体制を有する必要がある。株式会社三菱総合研究所は近年、国土交通省より、「複
数の将来展望シナリオに基づく国土構造分析調査」（平成１５年度）、「地域の国際化等に資する持続的な発展
基盤のあり方に関する調査」（平成１５年度）、「産業構造変化に伴う国土構造変化に関する調査」（平成１５
年度）、「国土計画のアウトカム指標の開発に関する調査」（平成１６年度）など国土計画に関する調査を多数
受託し、いずれも期待どおりの結果を十分出しているところであり、国土政策全般について精通しているととも
に、的確に情報収集・分析を行う体制を有することが確認されている。以上により、株式会社三菱総合研究所は
本調査に必要な事項に関して高度な知見・体制を有しており、本調査を効果的・効率的に遂行できる唯一の団体
であるため、本団体と契約するものである。（会計法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

389
（株）パスコ　中央省
庁営業部　東京都目黒
区東山１丁目１番２号

長期遡及土地利用データ作
成のための基礎調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月28日 14,700,000

本業務は、長期的展望にたった国土の利用、整備および保全に関する総合的かつ基本的な計画の策定や政策の推
進に資するような、長期遡及土地利用データを整備するために必要となる、データ作成手法の確立やデータ整備
計画等の検討などの基礎的検討を実施するものである。このため本業務を実施するためには、土地利用データを
はじめとするGISデータの作成手法やその精度管理など、データ整備工程及びそれに使用する技術について熟知
しており、その経験が豊富である必要がある。また土地利用データ作成においては、地図から必要な情報を取得
する技術と経験が必要となるため、その作成手法を定める本基礎調査においても同様の技術及び経験が必要であ
り、過去に土地利用データ又はそれに類似するデータの整備を行った経験を有することが望まれる。さらに、
データの作成においては旧版地形図を利用することから、旧版地形図に関する深い知識を有していることも必要
となる。株式会社パスコは、これまでに国土地理院より「総合地域誌整備のための設計作業」（平成16年度）と
して、土地条件図等の数値化情報の整理およびそのデータベース設計を請け負った経験があり、GISのデータ整
備に関する技術やその工程管理などの作成などに関して豊富な経験と能力を有している数少ない企業である。ま
た同社は、国土交通省都市･地域整備局が中心となって検討している「都市計画GIS」の普及促進に関する調査
（都市計画情報の電子化推進方策に関する調査（平成16年度））を実施しており、同GISの共通仕様案や整備等
に関するガイドラインを作成するなど、情報やシステムの整備方策について政府の立場から検討を実施すること
ができる能力を有している。さらに例えば国土交通省関東地方整備局より「地盤環境データ作成業務」（平成13
年度）として、旧版地形図を判読して土地利用に類する情報の作成を行うなど、本業務に類似した業務を請け
負った経験があり、旧版地図に関する深い知識およびそれを判読して土地利用データを作成する経験を有してい
る。以上のように、株式会社パスコは、本業務を円滑に実施するために必要な能力及び経験を有している唯一の
者であることから、同社と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

390
三菱ＵＦＪリサーチ＆
コンサルティング㈱

大都市圏沿岸域における物
流等に関する状況調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月2日 10,500,000
企画競争を実施した結果、本調査実施に不可欠である物流データ及び物流事業者について精通し、東アジア諸国
に関する総合的な知見も有している事等、複数の要件を勘案し、当該契約の相手方が唯一であると判断したた
め。（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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391 （株）コミュニカ

平成１７年度地域連携支援
ソフト事業　近畿の街道を
活かした交流拠点ネット
ワーク推進事業

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月7日 6,999,300

平成１７年度地域連携支援ソフト事業「近畿の街道を活かした“交流拠点”ネットワーク推進事業～ウォーキ
ング・ＩＴ・歴史文化～」は、近畿圏において、古来より交通要衝であった拠点とそれを結び域内全体を跨い
で複数存在する街道を、屈指の歴史文化資産と共に活かし、一方で新たに起きている環境問題、健康志向、公
民協働、地域間連携等への意識の高まりなどからくる個人の価値観の変化や、ＩＴの国民生活への驚異的浸透
など、地域社会を取り巻く環境の変化から生ずる官民それぞれの活動を地域活性化の重要な要素と捉え、これ
ら府県、関係市町村、地域住民、ＮＰＯや市民団体、鉄道会社、歴史街道協議会、関係企業など広域的で多様
な主体のそれぞれの取組を有機的に連携せしめ近畿圏のポテンシャルを十分に引き出すことで、地域連携・交
流の促進という目的の実現を図り、もって魅力的で個性的な活力ある誇りの持てる自立的な地域づくりを展開
し、“元気な近畿圏づくり”を広く発信する。当該業務は、街道沿いで開催されるウォークイベントの実施に
向けたＮＰＯやウォーク愛好家等との協働による街道案内マップや道案内版等の企画・作製、ＩＴを活用した
ルート案内や歩行記録等の街道歩きサポートシステム（ケータイ・街道ナビゲーション）の実施などに取り組
む。さらに、これらの活動を集約する形で開催される『街道が結ぶ近畿の交流拠点』をテーマとしたシンポジ
ウムの企画・運営など、その内容は多岐にわたり、本事業を効果的・効率的に実施するためには、当該地域に
関する豊富な知識と経験及び迅速かつ確実な作業能力が必要不可欠である。このため、業者の選定に当たって
は、当該地域に精通しており、さらに業務実績、イベント企画運営等の専門性、マップ作製のノウハウ、及び
ウェブプランニング能力を有していること、さらには地域連携事業の性格上、当該地域におけるネットワーク、
信頼関係も重要である。株式会社コミュニカは、「平成13年度 歴史をたずねる道散策マップ作成業務」「平成1
7年度 紀の川防災マップシート作成業務」「未知普請啓発イベント企画運営業務」等に携わる中で、知識、技
術、経験を有し、さらに、「近畿地方整備局内の公開用ホームページと内部ＬＡＮ用コンテンツの作成」など
ＩＴに係る高度な知見と実績を有しており、こうしたことから地域における信頼を得てきており、当該事業内
容を遂行するに必要な当該地域への精通度、優れたイベントの実績、ＩＴを含む豊富なノウハウ及び地域にお
ける信頼性において当社に替わるものは他にはない。以上のことから、本事業の実施に当たっては、同法人が
有する知識、技能、経験等を活かした事業を遂行できる業者は他にはなく、従って同法人と随意契約を締結す
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

392

（財）日本システム開
発研究所〒162-0067東
京都新宿区富久町１６
－５

平成１７年度ライフスタイ
ル・生活に関する将来展望
調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月11日 10,111,500

平成17年7月に成立した「国土形成計画法」においては、我が国及び世界における人口、産業その他の社会経済
構造の変化に的確に対応し、その特性に応じて自立的に発展する地域社会、国際競争力の強化及び科学技術の振
興等による活力ある経済社会、安全が確保された国民生活並びに地球環境の保全にも寄与する豊かな環境の基盤
となる国土を実現するよう、我が国の自然的、経済的、社会的及び文化的諸条件を維持向上させる国土の形成に
関する施策を、当該施策に係る国内外の連携の確保に配意しつつ、適切に定めるものとする、とされている。本
調査は、このような国土作りの戦略的な方針を策定するためには、多様な価値観の中で想定されるライフスタイ
ル（生活様式）を把握すると共に、地方自治体での人口・経済に関する目標値等の状況を整理することを目的と
するものである。本調査の実施にあっては、多様化する価値観の変化に伴い変化するライフスタイルのあり方を
捉えるための広範かつ専門的な情報の蓄積及び分析を実施できる能力が必要とされる。また、アンケート調査に
よる「多業」「近居」の将来推計については、これまでの実績に基づいた専門的知見が必要とされる。財団法人
日本システム開発研究所は、「国土・地域計画等における表現手法に関する基礎調査」（平成１４度国土交通省
調査）、「人口減少と国土保全に関する調査」（平成１５年度国土交通省調査）、「条件不利地域に対する都道
府県等の役割・課題に関する調査」（平成１６年度総務省調査）、「半定住人口による多自然居住地域支援の可
能性に関する調査」（平成１６年度国土交通省調査）など、国土計画に関する調査やデータ分析調査を多数受託
しており、いずれも期待どおりの成果を出している。そのうち「半定住人口による多自然居住地域支援の可能性
に関する調査」においては、新しいライフスタイルとして「二地域居住」の将来推計を実施しており、アンケー
ト調査による分析・検討を行い、その推計結果は国土計画の策定に関して非常に重要な成果となっている。都道
府県アンケートについても、同調査において実施しており同様の成果を出している。したがって、財団法人　日
本システム開発研究所は、本調査を実施するための広範かつ専門的な情報の蓄積及び分析を実施できる能力、及
び、実績に基づいた専門的知見を有すし、効率的かつ効果的に実施することができる唯一の法人であり、本法人
と契約するものとする。（会計法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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393
株式会社ＣＮインター
ボイス　東京都港区赤
坂２－８－４

地理情報システムの普及・
促進に資する利活用事例記
録作成業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月16日 8,400,000

ＧＩＳを広く国民各層に普及させ、理解を深めていくためには、より多くの人に、ＧＩＳに関する利活用方法
等の情報をわかりやすく提供し、説明していくことが重要である。また、ＧＩＳの具体的な利用に対する理解
を深め、様々な局面でのＧＩＳの導入及び利活用が促進されるためには、国民各層が具体的に各々の生活にお
いて、多様な主体の参加や情報発信など様々な形でＧＩＳを利活用している事例を示して、国民生活における
ＧＩＳの多様な使い方をわかりやすく説明していくことが必要である。そこで、本業務では、現在ＧＩＳが実
際に生活で活用されている事例のうち、特に様々な階層において利活用されている事例のほか、多様な主体が
参加してＧＩＳが活用されている事例、ＧＩＳを通じて様々な情報が発信されている事例等を抽出し、ＧＩＳ
が国民生活において多様な使い方がされていることを紹介する利活用事例記録を作成し、ＧＩＳに関心を持つ
多くの関係者に提供していくことにより、広くＧＩＳの普及促進に役立てることを目的として実施するもので
ある。本業務を遂行するためには、広報業務についての企画・制作力、効果的なプレゼンテーション手法等の
十分な技術・知識やノウハウ・経験を保持していることが必要である。また、国をはじめとした公的機関の、
情報関連の教材や広報番組等に関する業務についての十分な実績が必要である。さらに、ＧＩＳの分野に関し
ても、十分な知見及び教材作成実績が必要である。株式会社ＣＮインターボイスは、昭和４５年に設立された、
広報・宣伝、映像ソフトの企画・制作、各種イベントのプロデュース、広報に関するコンサルティングや調査
等を行っている企業であり、行政関係のテレビ番組やビデオの制作、出版、イベントの企画・運営等を数多く
手がけている。また、国や地方自治体の各施策についても市場調査、広報関連に係るコンサルティング・調査
等を多数行っており、幅広い知識と情報を有している。国土交通省関連でも、国土計画局をはじめ、港湾局や
各地方整備局において幅広く広報計画策定業務やデジタルコンテンツの作成等を行っており、十分な技術・知
識やノウハウ・経験を有しているといえる。また、公的機関の情報関連の教材や広報番組については、国立科
学博物館や日本科学未来館等の展示映像や映像ソフトを手がけているほか、国土交通省関連の広報用ビデオや
テレビ番組の作成実績を豊富にもっており、十分な実績があるといえる。さらに、ＧＩＳの分野についても、
国土交通省関連業務として、平成１２年度に「国土空間データ基盤の整備・普及に関する広報業務」や「ＧＩ
Ｓの普及啓発施策検討調査業務」を行っているほか、教材作成業務として、平成１３年度に「地域における地
理情報システムの整備・普及現況把握調査」、平成１４年度に「地域における地理情報システムの活用状況記
録作成業務」、平成１５年度に「地域における地理情報システムの普及に資する利活用事例記録作成業務」、平
成１６年度に「ＧＩＳの普及・促進のための広報教材作成業務」を実施し、ＧＩＳの広報用ビデオ教材を製作
し、良好な成果をあげている。これらのことを通じて、ＧＩＳに関する十分な知見を有しているといえ、また
ＧＩＳに関する教材作成業務についての十分な実績があるといえる。以上のことから、本業務に関して、確実
な成果物があげられるのは同社が唯一であるといえることから、株式会社ＣＮインターボイスと随意契約を結
ぶこととする。（会計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

394 （株）野村総合研究所
平成１７年度アジア諸国に
おける国土計画の策定状況
に関する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月24日 12,499,200

本調査は、我が国の国土形成計画の策定を検討する際に、近年一層我が国との関係が深化しているアジア諸国の
動向についても十分配意する必要があることを踏まえ、アジア各国の国土計画の策定状況を把握するとともに、
それを踏まえた我が国の国土政策上の対応方針について検討することを目的としている。本調査の具体的な作業
としては、アジア諸国における国土政策の現況と課題及びその取り組み状況を把握し、我が国の国土政策上の連
携方策、我が国の国土計画分野の知見の提供可能性等の検討を踏まえて、我が国のアジア諸国に対する国土政策
上の対応方針の展望の検討を行うものであり、本業務を適切に実施するためには、海外情報及び経済情勢に精通
しているのみならず、アジア諸国における国土政策、地域開発政策、さらには、我が国の国土政策についても十
分な知識を有する者が担当することが不可欠である。また、本調査では、近年急速な経済成長を遂げている中
国、インドについて重点的な調査を行うこととしているほか、アジア諸国における「IT化の進展」について国土
政策上の取り組み等を調査することとしていることから、特にこれらに対する高い識見と専門的な知識を有して
いることが必要不可欠である。（株）野村総合研究所は、これまで、共同プロジェクトを通じて中国国家発展改
革委員会、国土資源部、建設部等とネットワークを構築しており、現在策定中の第１１次５カ年計画の立案・実
行支援にも参画しているなど、中国国内の国土政策にかかる各種情報に精通している。また、官公庁の同種の調
査を多数受託しており、中国の他、インド等のアジア各国のＩＴ政策、国土政策にかかる各種調査についての豊
富な実績がある。また、アジア各国に現地法人（上海：野村綜研（上海）諮詢有限公司、韓国（ソウル）、フィ
リピン（マニラ）、台湾（台北））を有しており、各国を調査するにあたってのサポート体制も整っている。以
上のことから、（株）野村総合研究所は、本業務を実施する上で必要なノウハウと知識を十分有しており、か
つ、海外のこれらの諸事情に精通しているほか、現地支店及び関連企業を通じた情報収集が容易であり、これま
で構築してきた各国政府等との緊密な連携に基づく的確かつ円滑な連絡調整が可能である。よって、多分野にわ
たる本業務を着実に履行できる専門的な知見を有している同研究所を請負先として随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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395
（株）価値総合研究所
東京都港区三田３－４
－１０

ＧＩＳ地域推進母体の形成
の促進に関する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月29日 14,490,000

本調査は、ＧＩＳ地域推進母体の形成や活動を促進するため、ＧＩＳに携わる地域の推進組織の 新の動向等
について把握し、それらの抱える問題点や課題について検討する。さらに、具体的な事例を用いて、それらの
課題等を踏まえた具体的な組織形成や活動の推進方策の検討を行い、ＧＩＳ地域推進母体の全国的な促進に資
する情報のとりまとめを行うものである。本調査の実施にあたっては、①ＧＩＳの利用や整備についての知識
と経験を有していること②ＧＩＳの整備・普及の推進方策について精通し、地域における地理情報の提供・流
通の状況、地方　公共団体・民間等におけるＧＩＳの取り組み状況についての基本的かつ体系的な知識を有し
ていること③地域における組織形成等の促進に関連し、ＮＰＯ等の組織の運営についての幅広い知識や経験を
有していること④企業等の育成及び地域産業の創造等に関する知識を有していることが必要である。株式会社
価値総合研究所は、「大都市圏におけるコンパクトな都市構造のあり方に関する調査」（平成１４年度：国土交
通省）において基礎データの収集やモデル分析などにＧＩＳを活用しているほか、「東京都地形図修正事業に
関するアドバイザリー業務委託」（平成１２年度：東京都）においてＧＩＳの事業スキームの構築をはじめと
する総合的なアドバイザリー業務を行うなど、ＧＩＳの利用や整備に関し、多方面に及ぶ知識と経験を有して
いる。また、「ＧＩＳの普及・活用状況に関する調査」（平成１６年度：国土交通省）では、ＧＩＳの諸課題の
実態把握や今後の取り組みの方向性について、ＧＩＳのこれまでの取り組みの検証や教訓、ＧＩＳ関連産業の
普及状況の詳細な把握等に基づく幅広い知見に基づいて整理・検討し取りまとめを行っており、本調査におい
て求められるＧＩＳの整備・普及の推進方策に精通しているといえる。さらに、「地理情報システム（ＧＩＳ）
データの提供促進に関する調査」（平成１５年度：国土交通省）では、政府及び地方公共団体における地理情
報の提供に関する実態について把握するとともに、民間企業も含めたＧＩＳの利活用に関する現状と課題等を
検討しているが、その成果は本調査において必要な地域のＧＩＳのデータ提供・流通の状況や政府、地方公共
団体、民間企業等におけるＧＩＳの取り組みに関する基本的かつ体系的な知識と経験に基づきとりまとめられ
ている。さらに、ＮＰＯ等の組織運営に関しては、「特定非営利法人の活動・運営の実態に関する調査」（平成
１２年度：旧経済企画庁）、「認定ＮＰＯ法人制度に関わる利用実態調査」（平成１６年度：内閣府）、「ＮＰＯ
制度の見直し」（平成１５年度：独立行政法人経済産業研究所）等の調査を実施しており、これらの調査にお
ける全国のＮＰＯ法人の活動及び業務運営の実態等に関する現状や問題点等についての把握及び検討・分析を
通じて培われた、組織運営等についての幅広い知識や経験は十分に評価できるものである。また、同研究所は、
企業等の育成や地域産業の創造等に関して、「大学発ベンチャー企業の成長に係る課題・問題点に関する調査
研究」（平成１６年度：経済産業省）において、ベンチャー企業等の課題・問題点の抽出及びそれらの運営方
策等について有識者からなる研究会を開催して検討しており、企業の設立や運営及びそれらの支援方策に関す
るノウハウが蓄積されているほか、「北海道における成長期待産業の育成にかかる推進方策に関する検討業務」
（平成１４年度：国土交通省）等の地域産業に関する調査業務を多数実施しており、地域における産業の振興
や育成方策等に関する知見も有している。さらに新規起業や企業戦略、経営モデルの立案等のビジネスマネジ
メントに関するコンサルティング業務を多数受託しており、これらのことより企業等の育成や地域産業の創造
に関する知識を有しているといえる。以上のことから、株式会社価値総合研究所は本業務において要求される
上記の①から④の条件を満たす唯一の企業であり、本業務をとりまとめる上で確実な成果物があげられるのは
同研究所をおいて他にない。したがって、本業務の契約について、株式会社価値総合研究所と、随意契約を結
ぶこととする。（会計法第２９条の３第４項）
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396

（財）日本システム開
発研究所〒162-0067東
京都新宿区富久町１６
－５

平成１７年度地域振興に関
する将来展望調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月1日 12,915,000

本年国土総合開発法の改正により成立した国土形成計画法では、計画の基本理念において「その特性に応じて
自立的に発展する地域社会」の基盤となる国土の実現について定められているところである。平成１９年中頃
までの策定を目途として検討することとなる国土形成計画においても、地域社会のあり方と地域振興を実現す
るための施策は重要な検討事項であり、新たな計画制度の下で、地域振興に係る施策のあり方に関しても社会
状況に適切に対応した新たな考え方に基づいて再構築することが期待されている。本調査は、国土形成計画を
策定する上での重要な検討事項である地域社会のあり方と地域振興を実現するための施策を検討するための基
礎資料となる地域をめぐる状況の整理と地域振興に係る課題の検討、地域振興の目的と国の役割に関する検討、
課題に対する対応のあり方に関する検討等を行うものであることから、その実施にあたっては、地域社会のあ
り方と地域振興を実現するための施策に係る広範かつ専門的な情報の蓄積及び分析を行う能力が必要とされ
る。財団法人日本システム開発研究所（以下「同研究所」という。）は、昭和45年に「我が国経済・社会が要
求する国家的課題に対し、有効な方策を提供し、もって行財政の効率化に資すること」を事業目的に設立され
た団体であり、創立以来、公共政策をはじめとする様々な分野において総合的な調査、研究及び提言を行って
きた。本調査は、2007年から始まる我が国の人口減少社会の到来への対応という国家的課題に応えるべく策定
される国土形成計画が、重要な検討事項と位置づける今後の地域社会のあり方と地域振興のための施策を検討
するものであり、「国家的課題に対して、有効な方策を提供」するとする同研究所の事業目的に合致する。こ
こに、同研究所は地域社会のあり方に関連する調査として「過疎地域自立促進のための今後の過疎対策に関す
る調査」（総務省）、「条件不利地域に対する都道府県の役割・課題に関する調査」（総務省）、「半島振興対
策検
討基礎調査」（国土交通省）等の受託実績があり、そのうち国土交通省より受託した「半島振興対策検討基礎
調査」（平成16年度、17年度）では、平成17年３月末の半島振興法の期限到来を控えた、全国23の半島地域に
ついて、各地の半島振興計画の成果・課題の分析・評価、課題整理を行い、自立的な発展に向けた新たな半島
地域のあり方の検討を行っており、その検討成果は半島振興法の見直しに多いに貢献したと高い評価を得てい
る。このことから同研究所は地域社会のあり方に係る広範かつ専門的な情報の蓄積及び分析を行う能力がある
と認められる。さらに、地域振興に関して、同研究所は「諸外国のまちづくり支援制度の活用実績等に関する
基礎調査」（国土交通省）、「まちづくりに取り組むＮＰＯ等と行政との連携に関する基礎調査」（国土交通省）
等の受託実績があり、地域振興に関しても広範かつ専門的な情報の蓄積及び分析を行う能力があることが認め
られる。以上のことから、国土形成計画を策定する上での重要な検討事項である地域社会のあり方と地域振興
を実現するための施策を検討するための基礎資料となる地域をめぐる状況の整理と地域振興に係る課題の検
討、地域振興の目的と国の役割に関する検討、課題に対する対応のあり方に関する検討等を行う上で必要とさ
れる地域社会のあり方と地域振興を実現するための施策に係る広範かつ専門的な情報の蓄積及び分析を行う能
力のある団体は、同研究所をおいて他にない。よって、本調査の契約については財団法人日本システム開発研
究所と随意契約を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

397
国際航業（株）東京支
店　東京都千代田区６
番町２番地

国土数値情報（道路デー
タ）更新のための基礎調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月9日 8,400,000

本業務は、国土計画局で整備した国土数値情報の１項目である道路データについて、来年度以降その更新を円滑
に実施するため、国土数値情報道路データの仕様等データのあり方について検討するとともに、原典資料や更新
手法の基礎的検討を実施するものである。本業務の遂行にあたっては、国土数値情報に関して深い知識があるこ
と、特に国土数値情報の製品仕様書に関する知識が豊富であることが必要となる。また、特に道路データの更新
手法を総括的に検討するために、道路データ作成に関する多くの経験が必要となる。さらに原典資料の検討にあ
たっては、他機関における道路データの整備状況について広く把握している必要があることから、道路GIS等の
整備・普及に関する深い知識も必要となる。国際航業株式会社は、事業の柱のひとつとして空間情報に関する事
業を展開し、企業、官公庁・地方公共団体等に対して空間情報に関する調査研究やコンサルティング業務を行っ
ている。同社は国土交通省国土計画局より、国土数値情報の地理情報標準準拠データ作成のための作業を平成13
年度から平成16年度に請け負っており（「平成13年度国土数値情報の地理情報標準準拠に向けた基礎調査」、
「平成14年度国土数値情報の地理情報標準準拠のための調査研究」、「平成15年度国土数値情報の地理情報標準
準拠のための調査研究」及び「平成16年度地理情報標準に準拠した国土数値情報の普及・有効活用のための調
査」）、国土数値情報全般及び国土数値情報の製品仕様書に関する深い知識を有している。また、数多くの道路
データ作成業務を、国・地方自治体等から請け負っているほか、自らも道路データを作成して市販している。市
販されているデータは、複数会社のカーナビゲーションシステムの基図として使用されるなど、道路データ作成
に関する豊富な経験を有している。さらに同社は平成１４・15年度に、「道路事業におけるGISデータの運用及
び更新に関する業務」を国土交通省国土技術政策総合研究所から請け負い、国土交通省が検討している道路GIS
及び道路データ作成・更新について総括的な検討を実施した経験があり、道路GISに関する深い知識を有してい
る数少ない企業の1つである。以上のように、国際航業株式会社は、本業務を円滑に実施するために必要な能力
及び経験を有している唯一の者であることから、同社と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）
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の



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

398
（株）パスコ　中央省
庁営業部　東京都目黒
区東山１丁目１番２号

国土数値情報（河川デー
タ）更新のための基礎調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月9日 8,820,000

本業務は、国土数値情報の１項目である河川データを来年度以降更新することを念頭に、国土計画局における
国土計画等の策定等に有用である国土数値情報（河川データ）の仕様案を定め、その作成・更新に使用する元
資料の有無や更新手法について調査・検討することを目的とするものである。本業務の実施にあたっては、国
土数値情報（河川データ）更新に際して原典資料として使用する河川に関する各種情報について精通している
ことが必要となる。また実際のデータ更新手法について検討するため、河川に関するGISデータ整備に関する
豊富な経験を有していること、さらに 終的な国土数値情報（河川データ）の仕様の検討のためには地理情報
標準に関する知識が不可欠となる。株式会社パスコは、1953年に国内初の航空測量会社として設立されて以来、
航空測量業務はもとより、 近ではGIS等で利用するデジタル地図の作成や様々な空間情報サービスの提供な
ど、システムとデータの両面からの業務を展開している会社である。同社はこれまでにも、国土交通省の全国
の各地方整備局・工事事務所から、数多くの河川GIS整備業務等を請け負っており（例えば、「河川GISデータ
整備業務」東北地方整備局（平成15年度）、「芦田川河川GIS整備業務」中国地方整備局福山工事事務所（平成1
6年度）など）、河川に関する各種情報やGISデータ整備については豊富な経験と多くの知見を有している。ま
た同社は、国土交通省河川局が整備した全国の河川基盤地図を利用して河川災害データ管理システムを構築し
た経験を有しており（「河川災害データベース再構築業務」財団法人国土技術研究センター（平成17年度））、
日本全国の河川データの整備状況や河川基盤図の仕様等について既に十分の知見がある。さらに同社は、国土
交通省河川局が中心となって検討している「河川GISアプリケーション標準インターフェイス」の作成協議会
に委員として参加しており、河川GISインターフェイスの共通仕様案や整備等に関するガイドラインを作成す
るなど、河川GIS に関する国の施策の 新動向について熟知している。地理情報標準に関しては、「地理情報
標準の普及・利用技術に関する調査研究」（平成15年度）や「地理情報標準の利用促進に関する調査研究」（平
成16年度）を国土地理院より請負い、地理情報標準利用促進ツールの開発や実証実験等を行うなど、地理情報
標準に関しても深い知識を有している。以上のように、株式会社パスコは、本業務を円滑に実施するために必
要な能力及び経験を有している唯一の者であることから、同社と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３
第４項）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

399
国際航業（株）東京支
店　東京都千代田区６
番町２番地

平成１７年度国土数値情報
の更新手法に関する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月9日 14,595,000

本業務は、国土計画局で整備した国土数値情報について、来年度以降その更新を円滑に実施するため、国土数値
情報の更新方針について検討するとともに、早期に整備すべき複数のデータ項目について更新手法を確立させる
ため、データ更新のための作業手順書等を作成するものである。本業務の遂行にあたっては、国土数値情報に関
して深い知識があること、特に国土数値情報の製品仕様書に関する知識が豊富であることが必要となる。また、
データの整備・更新手法を総括的に検討するために、GISデータ作成に関する多くの経験と、その更新を実施す
るための検討作業の経験が必要となる。さらに、 終的にデータを地理情報標準形式で整備することから、国内
の地理情報関連の規格および標準に関する深い知識も必要となる。国際航業株式会社は、事業の柱のひとつとし
て空間情報に関する事業を展開し、企業、官公庁・地方公共団体等に対して空間情報の調査研究やコンサルティ
ング業務を行っている。同社は国土交通省国土計画局より、国土数値情報の地理情報標準準拠データ作成のため
の作業を平成13年度から平成16年度に請け負っており（「平成13年度国土数値情報の地理情報標準準拠に向けた
基礎調査」、「平成14年度国土数値情報の地理情報標準準拠のための調査研究」、「平成15年度国土数値情報の
地理情報標準準拠のための調査研究」及び「平成16年度地理情報標準に準拠した国土数値情報の普及・有効活用
のための調査」）、国土数値情報全般及び国土数値情報の製品仕様書に関する深い知識を有している。また、数
多くのGISデータ作成業務を、国・地方自治体等から請け負っており、平成１４・15年度には、「道路事業にお
けるGISデータの運用及び更新に関する業務」を国土交通省国土技術政策総合研究所から請け負うなど、データ
作成・更新について総括的な検討を実施するという経験を有している。さらに同社は、ISOの地理情報関連の規
格について検討している作業部会（ISO/TC211）にエキスパートとして参加しているほか、ISO/TC211の国内委員
会でもエキスパートとして、地理情報関連の標準原案の翻訳、査読等において先導的な役割を果たすなど、国内
の地理情報関連の規格及び標準に関する深い知識を有している数少ない企業の1つである。以上のように、国際
航業株式会社は、本業務を円滑に実施するために必要な能力及び経験を有している唯一の者であることから、同
社と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
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契約担当官等の氏名並
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（円）
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点検の結果 講ずる措置 備考

400
（株）ＵＦＪ総合研究
所

重点的効率的基盤投資に関
する調査業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月12日 12,589,500

国土計画局は平成１７年７月に成立した国土形成計画法を受け、平成１９年中頃を目途に国土形成計画の策定を
進めている。この国土形成計画はその前身となる全国総合開発計画と異なり、「行政機関が行う政策の評価に関
する法律（平成１３年）」に則った政策評価が国土形成計画法で義務づけられており、その評価手法の検討が必
要とされている。本業務は、策定後の国土形成計画において、経済社会情勢の変化に的確に対応した見直しや社
会資本整備計画等との調整を通じた実効性の向上を図っていくことを目的として、国土形成計画の策定に向けた
審議に時期をあわせて、定量的評価に資する評価指標や評価手法の検討を行うことを目的としている。従って、
本調査を実施するにあたっては国土形成計画に対する十分な知見を有しており、かつ、政策評価についての豊富
な知識と経験が必要不可欠である。株式会社ＵＦＪ総合研究所は「中部圏の将来像展望のための基礎的調査（平
成１６年、国土計画局大都市圏計画課）」や「特区的な広域行政・地方分権の取組の経済活性化効果等に関する
調査（平成１６年、内閣府政策統括官）」をはじめとして、国土地域政策分野に関する調査を多数実施してお
り、高い成果を挙げている。加えて、株式会社ＵＦＪ総合研究所は、「政策目標レベルでの達成度評価のための
調査研究」（平成１５年、政策統括官付政策評価官室）」や「国土交通省におけるプログラム評価のあり方に関
する調査研究（平成１３年・１４年、政策統括官付政策評価官室）」をはじめとしてこれまで多数の政策評価に
関する業務を請け負っており、いずれにおいても高い成果を上げている。また、これらの調査において、国内外
問わず政策評価に関する事例を収集し分析を行っているほか、近年実施されている国土交通省の政策評価につい
て、そのあり方についての検討段階から関係する業務を請け負って調査を実施するなど、現在の政策評価のあり
方に精通しており、これらの実績を踏まえて本業務を実施することで、効率的に充実した成果をあげることが可
能である。以上のことから、株式会社ＵＦＪ総合研究所は本業務を実施する上で必要な経験と知識を十分有して
いる。よって、本業務を着実に履行できる専門的な知見を有している同社を請負先として随意契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

401
（株）パスコ　中央省
庁営業部　東京都目黒
区東山１丁目１番２号

国土数値情報としての各種
指定地域データ作成のため
の基礎調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月15日 9,450,000

本業務は、新たな国土計画の策定過程に資する情報として、各種指定地域に関する情報を国土数値情報の新し
いデータ項目として来年度以降効率的に整備を行うために、優先的に整備すべき指定地域データの絞込みや原
典資料の調査を行うとともに、優先的に整備する必要性が高いとされた複数の指定地域データについて作成手
法やデータ仕様を検討し、国土数値情報（各種指定地域データ（仮称））の基本的な整備手法を確立すること
を目的として実施するものである。本業務の実施にあたっては、指定地域に関する各種情報について精通して
いることが必要となる。また実際のデータ更新手法について検討するため、GISデータ整備に関する豊富な経
験を有していること、さらに 終的な国土数値情報の仕様の検討や製品仕様書案の作成のためには地理情報標
準に関する知識が不可欠となる。株式会社パスコは、GIS等で利用するデジタル地図の作成や様々な空間情報
サービスの提供と同時に、防災や環境、都市計画等のサポートやマネジメントを多くの地方自治体や各府省か
ら請け負うなど、データ整備ばかりでなくそのマネジメント業務も展開している会社である。同社はこれまで、
国土交通省都市・地域整備局が中心となって検討している「都市計画GIS」の共通仕様案や整備等に関するガ
イドラインを作成する業務にたずさわっており（「都市計画情報の電子化推進方策に関する調査」財団法人都
市計画協会（平成16年度））、また「都市計画GISの導入推進に関する検討会」に委員として参加するなど、都
市計画区域等の指定地域に関する情報に精通している。また、土地利用に関しては、財団法人都市みらい推進
機構より「低・未利用地を活用した今後の土地利用のあり方検討調査GISデータ集計作業」を平成16年度に請
け負った経験があり、土地利用や各種規制に関する情報をGISデータとして作成した経験を有している。GISデ
ータ整備という点に関しては、同社の根幹業務であり、上記のデータ作成以外にも国・地方自治体・民間企業
等様々な分野で多くのGISデータ整備を実施している。国土計画局においてもこれまでに、平成16年度のデジ
タルオルソ画像データ作成業務やGIS利用定着化事業等を請け負ったことがあり、様々なGISデータを作成し、
良好な結果を得ている。地理情報標準に関しては、「地理情報標準の普及・利用技術に関する調査研究」（平成
15年度）や「地理情報標準の利用促進に関する調査研究」（平成16年度）を国土地理院より請負い、地理情報
標準利用促進ツールの開発や実証実験等を行うなど、地理情報標準に関しても深い知識を有している。以上の
ように、株式会社パスコは、本業務を円滑に実施するために必要な能力及び経験を有している唯一の者である
ことから、同社と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

402 富士通（株）
平成１７年度地域振興情報
ライブラリーホームページ
更新等業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月15日 14,857,500

　「地域振興情報ライブラリー」（以下「ライブラリー」という。）は、地方自治体の協力のもと登録いただい
た全国の地域振興に関するプロジェクトのデータベースであり、平成11年度よりインターネットホームページに
よる一般公開を一部開始し、プロジェクト検索機能や国土情報ウェブマッピングシステムとの連携機能などのシ
ステム改良を漸次行いながら、平成15年度より全面公開するに至っている。本業務は、利用者（地方公共団体の
職員等）に対する利活用状況調査を行い、今後のライブラリー運用の方向性・システム改良の方針を検討すると
共に、ライブラリーに登録されている各種プロジェクトデータの更新及び新規登録（以下、「プロジェクト収集
業務」という）を関係地方公共団体等の協力を得て行い、データの適時性・正確性を確保することを目的に実施
するものである。富士通株式会社は、ライブラリーをインターネットに公開するためのシステム開発からその後
の改良まで一貫して実施してきた実績を有し、システムに係るこれまでの改良履歴や現状の構成を熟知している
ことから、 適な改良プログラムの設計によるライブラリーの安定稼動を図ることができるとともに、業務完了
後のシステムトラブルに対する責任の所在が明確であり、速やかな復旧が可能であるとともに、コンサルタント
部門を有し、今後のライブラリー運用の方向性・システム改良の方針を検討することが可能なことから、本業務
の契約先は同社をおいて他にないため、同社と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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403
（株）パスコ　中央省
庁営業部　東京都目黒
区東山１丁目１番２号

国土計画に資する人口集中
地区データ作成のための基
礎調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月16日 7,266,000

本業務は、人口集中地区（DID地区）の数値情報について国土数値情報として来年度以降効率的にデータ整備を
実施できるように、データの仕様や作成手法について検討し、製品仕様書案や作成作業手順書案を作成すること
を目的とするものである。本業務の実施にあたっては、人口集中地区及びこれを作成する際に必要となる国勢調
査の統計情報に関する深い知識を有していること、GISデータ整備を実施した経験があること、さらに 終的な
国土数値情報の仕様の検討や製品仕様書案の作成のためには地理情報標準に関する知識が不可欠となる。株式会
社パスコは、GIS等で利用するデジタル地図や様々な空間情報コンテンツの作成と同時に、これらの空間情報を
利用した様々なシステムや空間情報サービスの提供を地方自治体や各府省から請け負うなど、データ整備ばかり
でなくシステム構築・運用業務も展開している会社である。国土計画局においてもこれまでに、平成16年度の
「デジタルオルソ画像データ作成業務」や平成15～16年度の「GIS利用定着化事業」等を請け負ったことがあ
り、様々なGISデータを作成し、良好な結果を得ている。人口集中地区データを整備するために必要となる統計
情報に関して、同社はこれまで、総務省統計局から様々な業務を請け負っている。平成13年度には「平成12年国
勢調査町丁・字等別境界データ等の整備」業務を、平成16年度には「国勢調査人口集中地区確定システム修正作
業」を実施した経験があり、人口集中地区データをはじめとする国勢調査に関する深い知識と経験を有してい
る。統計局以外にも自治体の国勢調査に関するデータ作成業務等を数多く実施しており（例えば「平成17年度国
勢調査区設定における調査区地図作成業務」新潟県（平成16年度）等）、同社の根幹業務であるGISデータ整備
に関する実績は豊富に有している。地理情報標準に関しても、「地理情報標準の普及・利用技術に関する調査研
究」（平成15年度）や「地理情報標準の利用促進に関する調査研究」（平成16年度）を国土地理院より請負い、
地理情報標準利用促進ツールの開発や実証実験等を行うなど、深い知識を有している。以上のように、株式会社
パスコは、本業務を円滑に実施するために必要な能力及び経験を有している唯一の者であることから、同社と随
意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

404
（株）三菱総合研究所
東京都千代田区大手町
二丁目３番６号

位置参照情報の提供及びそ
の普及のための調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月22日 8,400,000

本業務は、国土計画局で整備している街区レベル位置参照情報について、データ利用者の利便性の向上とその
普及を目的とした施策の検討と、他の位置参照情報も含めた位置参照情報のあり方について調査・検討を行う
ものである。本業務の遂行にあたっては、位置参照情報について十分な知識を有していること、位置参照情報
を利活用する主体となる地方公共団体や民間企業の業務やニーズを熟知していることが必要となる。さらに、
位置参照情報は主にGISにおいて活用される情報であることから、GIS関係省庁連絡会議をはじめとする政府の、
GISに関するこれまでの取り組みにも精通していることが必要である。株式会社三菱総合研究所は、設立以来、
民間シンクタンクとして、企業、官公庁・地方公共団体等に対して調査研究やコンサルティングを通じて、戦
略立案、政策策定等の支援を行っている。同社は、調査研究の基盤ツールとしてGISを導入し、これまで、行
政、民間の様々な分野においてGISの利活用の実績を有するとともに、位置参照情報の普及、推進に関わる各
種調査研究を実施するなど、GIS及び位置参照情報に関する豊富な実績を有している。国土計画局国土情報整
備室においても、平成14年度に実施した「位置参照情報の整備・更新手法の開発に関する調査」及び「平成15
年度位置参照情報の整備・更新に関する調査」、「平成16年度　次世代位置参照情報の整備に関する調査」にお
いて、位置参照情報の具体的な整備・更新手法や今後のあり方等について検討を行い、位置参照情報に関する
十分な知識をもとに良好な成績をあげているところである。また同社はこれまでにも、国土計画局国土情報整
備室より「国土画像情報の利活用の推進に関する調査」（平成１４年度）、「デジタル画像利活用推進のための
調査」（平成１５年度）、「国土交通省が保有する航空写真画像情報の有効活用のための調査」（平成１６年
度）
等、政府が保有する地理情報の有効活用やその普及に関する検討を実施した豊富な経験があり、これらの地理
情報に対する民間企業のニーズ等についても熟知している。さらに、現行の政府のGIS推進に係る計画である
「GISアクションプログラム2002-2005」の策定の支援のために国土計画局より請け負った「次期GIS計画策定
のためのGIS展望調査」（平成１３年度）等において、国内外のGISの活用事例等の調査を実施しており、GIS関
係省庁連絡会議におけるこれまでの取り組みや議論にも精通している。このように、GIS、中でも位置参照情
報に関する豊富な知識、技術、及び経験を有し、かつ高い信頼を得ている（株）三菱総合研究所が、本業務を
円滑に遂行し、確実な成果物を得ることのできる唯一の企業であり、よって同社と随意契約を締結する。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
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405
国際航業（株）東京支
店　東京都千代田区６
番町２番地

住所に対応する位置参照情
報（大字・町丁目レベル）
の全国整備に関する基礎調
査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月22日 12,075,000

本業務は、国土計画局で整備している街区レベル位置参照情報の未整備地域を補完的に網羅する間接位置参照情
報として、大字・町丁目データを整備することを目的とし、その整備のための手法やデータ仕様について具体的
に検討するものである。本業務の実施にあたっては、日本国内における間接位置参照情報の整備・普及状況につ
いて精通していること、街区レベル位置参照情報について技術的かつ政策的な点から詳細を把握していること、
さらに次世代位置参照情報基盤を検討する上では、ISO等で検討されている間接位置参照情報に関連する国際標
準について熟知していることが必要となる。国際航業株式会社は、昭和22年の創業以来、航空写真測量をはじ
め、近年では空間情報の整備を含めた業務を展開している企業である。空間情報の整備においては、独自で作成
した地図や航空写真画像等様々な空間情報を販売・提供しており、またこれらを利用したサービスも多数実施し
ている。同社が独自に整備している情報の中には、間接位置参照情報として利用できるデータ、あるいは間接位
置参照情報を利用したサービスも含まれており、日本国内における間接位置参照情報の整備・普及状況について
は、 新の状況を把握することができる数少ない企業の1つである。特に、国土地理院より「平成16年度間接位
置参照情報データベース整備及び周辺技術の開発に関する研究業務」を同社は請け負っており、間接位置参照情
報を利用した位置検索機能や、位置参照情報データベースの効率的な利用方法等について研究を行うなど、間接
位置参照情報全般に関する技術的な深い知識を有している。また同社は、国土計画局において整備した街区レベ
ル位置参照情報の立ち上げにたずさわっており（平成12年度街区レベル位置参照情報整備業務）、街区レベル位
置参照情報に関する技術的な知見はもとより、整備の目的や課題等について詳細な状況を把握している。さらに
標準化に関しては、同社はISOの地理情報関連の規格について検討している作業部会（ISO/TC211）にエキスパー
トとして参加しており、なおかつISO/TC211の国内委員会でもエキスパートとして、間接位置参照情報を含む地
理情報関連の標準原案の翻訳、査読等先導的な役割を果たしており、 新の検討状況を把握する能力を有してい
る数少ない企業である。以上のように、国際航業株式会社は、本業務を円滑に実施するために必要な能力及び経
験を有している唯一の者であることから、同社と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

406
（株）三菱総合研究所
〒100-0004東京都千代
田区大手町2-3-6

国土構造の変遷と将来予測
に関する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年1月16日 14,994,000

本業務は、国土形成計画全国計画において、国土の将来像として、３０－５０年を展望した目指すべき国土構造のあるべき姿を
示すことが求められていることを踏まえ、これまでの全国総合開発計画が示してきた国土構造について改めて検証するととも
に、人口減少社会にふさわしい国土構造のあり方について検討するものである。本調査は、これまでの全国総合開発計画におい
て示してきた国土構造の将来像を念頭に置いた上で、わが国の国土構造の歴史的な変遷及びイギリスにおける国土構造の変遷等
を研究分析することにより今後の国土構造の検討項目を抽出するとともに、将来起こりうる様々な出来事が国土に及ぼす影響を
適切な評価指標を設定することにより予測し、人口減少下にふさわしい国土構造のあり方を検討することを目的とするものであ
る。したがって、本調査の実施に当たっては、国土計画における国土構造の位置づけを十分に理解していること及びイギリスの
国土に関する広範な分野についての知見を有していることが必須であるとともに、社会情勢、経済情勢、国民の生活等、将来の
国土に影響を与えうる様々な要因及び動向についての広範な情報把握・分析を行うことができる十分な知識・分析能力が必要と
され、さらに、将来の国土のあり方を評価することが可能な指標を設定する上で必要なデータ解析を行うための十分な知見・能
力が求められる。株式会社三菱総合研究所は、１９７０年に設立され、以後約３５年にわたり公共政策を始めとした様々な分野
において、的確な調査を実施し、分析から予測、シミュレーション、政策・戦略立案を行っており、国や地域、都市が抱える多
様な課題に対して的確に分析・把握し、構想・計画・事業・管理に至る各分野で多くの研究実績を残してきた。同研究所は、
「都市圏の変遷及び現状分析に関する調査」（平成１３年度：国土交通省）において都市圏に着目した変遷及び現状に関する詳
細な分析を実施している。また、「産業構造変化に伴う国土構造変化に関する調査」（平成１５年度：国土交通省）及び「複数
の将来シナリオに基づく国土構造分析調査」（平成１５年度：国土交通省）において、国土計画において国土構造をどう位置づ
けるかという命題のもと、産業構造の変化に着目した国土構造の分析、効率重視の競争型社会・公平重視の均衡型社会・持続性
重視の環境調和型社会といったシナリオ設定のもとでの国土構造の分析を実施しているなど、国土計画における国土構造の位置
づけを十分に理解した上で、国土構造の変遷に関する広範な分野のデータ整理、分析、シミュレーションをはじめとした数多く
の調査業務を実施している。また、「英国の道路行政関連情報収集業務」（平成１３年度：（社）国際建設技術協会）、「欧州
の鉄道、道路等交通インフラの整備・運営の実情に関する調査」（平成９年度：（財）運輸経済研究センター）、「英国の産業
競争力強化策・地域間紛争に関する調査研究」（平成１３年度：経済産業省）等の業務において、イギリスにおける基礎情報の
収集を行っているほか、交通インフラの整備・運営、産業の動向等、国土構造の変遷の分析に必要な項目に関する数多くの調査
実績を有している。さらに、社会資本等に関する将来推計及び評価指標の設定については、「国土計画の目標達成度指標に関す
る検討調査」（平成１４年度：国土交通省）、「長期的な交通需要推計に関する課題等検討調査」（平成１５年度：国土交通
省）、「国土計画のアウトカム指標の開発に関する調査」（平成１６年度：国土交通省）等の調査研究実績を有しており、いず
れも期待どおりの十分な成果を残している。以上より、株式会社三菱総合研究所は、本業務の実施に求められる国土計画におけ
る国土構造の位置づけを十分に理解し、イギリスの国土に関する広範な分野についての知見を有しているとともに、様々な要因
及び動向についての広範な情報把握・分析を行うことができる十分な知識・分析能力を持ち、将来の国土のあり方を評価するこ
とが可能な指標を設定する上で必要なデータ解析を行うための十分な具体的な知見が蓄積されていると認められ、かつこれらの
能力等を総合的に全て有する団体は同研究所をおいて他にない。したがって，本業務の契約先として、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、株式会社三菱総合研究所と随意契約を結ぶこととするものである。（会計法第２９
条の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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407
（株）エイエイピー
東北支店

平成１７年度地域連携支援
ソフト事業
「『新時代の浜街道』地域
連携・交流拡大事業～陸前
浜街道の“新たな交流”
～」

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年1月20日 5,664,750

平成１７年度地域連携支援ソフト事業「『新時代の浜街道』地域連携・交流拡大事業～陸前浜街道の“新たな交
流”～」は、東北地方の南東部に位置する宮城県南部の浜通り地域から福島県東部の浜通り地域に亘る一帯の地
域において、奈良・平安期の官道以来「陸前浜街道」周辺地域の地域資源の発掘と、県境を跨いだより広域的な
地域連携の促進による陸前浜街道の“新たな交流”の創出・活用の機運を『新時代の浜街道』として地域全域で
高めることにより、関係する県・市町村、地域住民、民間団体等の地域における多様な主体が幅広く参加・協力
し、『新時代の浜街道』という共通の連携イメージのもと、域内の交流拡大と観光集客効果の拡大を図り、陸前
浜街道の“新たな交流”を広く発信することにより、県際地域の広域連携と魅力ある地域づくりを展開する。当
該業務は、陸前浜街道地域の「連携交流マップ」や、当地域での連携・交流を体現した「『新時代の浜街道』の
シンボルマーク」企画・作成、さらに陸前浜街道地域づくり交流会の実施などに取り組む。さらに、これらの活
動を集約する形で開催される『新時代の浜街道と地域づくり』をテーマとしたシンポジウムの企画・運営など、
その内容は多岐にわたり、本事業を効果的・効率的に実施するためには、当該地域に関する豊富な知識と経験及
び迅速かつ確実な作業能力が必要不可欠である。このため、業者の選定に当たっては、当該地域に精通してお
り、さらに業務実績、イベント企画運営等の専門性、マップ作製のノウハウ、さらには地域連携事業の性格上、
当該地域におけるネットワーク、信頼関係も重要である。株式会社エイエイピーは、これまで地方自治体の総合
計画策定プロデュース、地方商工団体や観光協会の地域活性化事業等の企画・コンサルティング、まちづくりア
ンケート調査設計集計分析業務、自治体や民間企業の各種イベント業務などに携わる中で、知識、技術、経験を
有しており、こうしたことから地域における信頼を得てきており、当該事業内容を遂行するに必要な当該地域へ
の精通度、優れたイベントの実績、豊富なノウハウ及び地域における信頼性において同法人に替わるものは他に
はない。以上のことから、本事業の実施に当たっては、同法人が有する知識、技能、経験等を活かした事業を遂
行できる業者は他にはなく、従って同法人と随意契約を締結する。（会計法２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

408
（株）三菱総合研究所
〒100-8141東京都千代
田区大手町2-3-6

「多選択社会」の「住まい
方」に関する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年1月27日 9,933,000

少子・高齢化、人口減少社会を迎えて、住宅ストックの供給量の増大よりは、高齢者等の住宅の整備や空き家の
メンテナンスが課題となっている。一方、ライフスタイルの変化により、住まい方も多様化することが予想され
る。本業務においては、高齢者等の住宅の整備の需給動向や、空き家や多様な住まい方の状況を把握し、必要な
施策について検討することとする。したがって、その実施に当たっては、多様な住まい方や住宅市場動向に関す
る見識を有し、住宅市場動向の把握及び予測に係るデータの処理を含む相当の業務量が見込まれ、高度な調査分
析力が必要不可欠である。また、多選択社会を示す指標づくりについては、働き方、住まい方、学び方など多様
な観点から検討する必要があるため、各分野で総合的な指標の開発に関する知見と経験が必要である。（株）三
菱総合研究所は、「国土の長期展望に関するデータ収集・分析調査」（平成17年度国土交通省調査）、「住宅市
場動向調査」（平成16年度国土交通省調査）、「人口移動の現状と将来人口の推計に関する調査」（平成16年度
国土交通省調査）、｢国土計画のアウトカム指標の開発に関する調査｣（平成16年度国土交通省調査）、「半定住
人口による多自然居住地域支援の可能性に関する調査委託事業」（平成16年度農林水産省調査、国土施策創発調
査）等、国土計画及び住宅市場動向に関する調査を多数行っており、いずれも期待通りの成果を挙げている。し
たがって、(株)三菱総合研究所は、本調査を実施するための広範かつ専門的な情報の蓄積及び実施能力を有し、
効率的かつ効果的に実施することができる唯一の法人であり、本法人と契約するものとする。（会計法第２９条
の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

409
（株）三菱総合研究所
〒100-8141東京都千代
田区大手町2-3-6

市町村計画の策定支援方策
のあり方調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年1月30日 8,176,350

本調査の目的は、「持続可能な国土管理専門委員会」にて議論されている論点や諸課題に対応しつつ、本格的に
突入する急速な人口減少社会において、○ 市町村にとって使い勝手のよい総合的な「持続可能な土地利用の方
向性を提示する計画」の試案を作成し、今後の国土利用体系のあり方を模索すること○ 市町村が適切に市町村
計画を策定するための支援方策について検討を行なうことである。本調査を実施するには、国土利用計画（市町
村計画）などの市町村レベルの地域計画に関する調査業務の実績を有することに加え、国土利用計画や、土地利
用基本計画、都市計画、農振計画など様々な土地利用の計画制度に関し深い知見を有していることが必要であ
る。㈱三菱総合研究所は、「国土・都市構造」、「国土・地域資源マネジメント」、「都市・地域交通計画」
「農業・農村」等の分野で豊富な実績があり、尚かつ、国土利用計画の分野では、平成9年度から平成11年度の
「モデル市町村の策定・改定を通じた市町村計画の充実方策の調査」、平成12年度及び平成13年度「市町村計画
の策定推進のための支援に関する調査」、平成14年度及び平成15年度「市町村計画の策定に関する調査」、平成
16年度「市町村計画の活用事例に関する調査」を実施するなど、市町村レベルの地域計画に関する調査に豊富な
実績を有するとともに「国土利用計画評価指標調査」、「国土利用の再編・集約化のあり方に関する調査」な
ど、極めて豊富で専門的な実績を有している。このように、㈱三菱総合研究所は、本調査の遂行に不可欠な、市
町村レベルの地域づくりに関する諸計画に関する調査業務の実績が、 も豊富であり、深い知見を有している。
以上のことから㈱三菱総合研究所は本調査を実施できる唯一の機関であり、したがって会計法第２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約をするものである。（会計法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
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点検の結果 講ずる措置 備考

410

（社）日本森林技術協
会〒113-0034東京都文
京区湯島三丁目14番９
号湯島ビル３Ｆ、４Ｆ

持続可能な森林管理のあり
方に関する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年1月30日 11,919,600

本調査は森林管理のあり方を検討していくにあたり、森林管理の現況を調査して実態を把握し基礎資料を得るこ
とを目的とするものである。本調査は森林・林業に関する既存データを活用しまた、森林管理にかかわる事例等
を全国的に収集し、それらを分類、分析することにより得た結果を検討する手法を用いる。したがって調査の実
施に当っては、全国的なデータ収集等の調査が実施可能な体制であり、また専門的な知見による森林・林業の調
査およびデータの分析・検討が可能な体制とともに、森林・林業に関する豊富な知見を有し、かつ森林・林業に
関する調査経験を必要とする。（社）日本森林技術協会は森林・林業に関する専門家や技術者を有し、国内外に
おける森林・林業に関する豊富な調査・研究の経験と能力を有しており、森林・林業に関する資料も豊富に所有
している。また、平成16年度「森林管理の現況把握に関する調査」を良好な結果で終了している。以上のことか
ら（社）日本森林技術協会は本調査を実施できる唯一の機関であり、したがって会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３号により随意契約をするものである。（会計法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

411

三菱ＵＦＪリサーチ＆
コンサルティング
（株）〒105-8631 東
京都港区新橋一丁目11
番7号

持続可能な農用地管理のあ
り方に関する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年1月30日 14,999,250

本調査は農用地管理のあり方を検討していくにあたり、農用地の動向、農業の新たな動きを把握し、資料を得る
ことを目的とするものである。本調査を実施するには、農用地や耕作放棄地また農業に関する調査業務の実績を
有することに加え、農用地や耕作放棄地を含む農業全般に関する動向や施策に深い知見を有していることが必要
である。また、国土の国民的経営の概念を整理するにあたり国土計画や森林、都市、自然環境等にも精通してい
る必要がある。　㈱三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングは、農用地や耕作放棄地、農業や農山村、農業就業
者、食品に関する調査実績が豊富であり、国土計画や森林、自然環境に関する調査についても豊富で専門的な実
績を有している。　このように、㈱三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングは、国土計画に関する知見とともに
農用地や耕作放棄地また農業に関する調査業務の実績が も豊富であり深い知見を有している。以上のことから
㈱三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングは、本調査を実施できる唯一の機関であり、したがって会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約をするものである。（会計法第２９条の３第４
号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

412
三井情報開発（株）〒
164-8555東京都中野区
東中野2丁目7番14号

平成１７年度多自然居住地
域の地域社会と社会的サー
ビスに関する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年2月1日 7,769,454

本年国土総合開発法の改正により成立した国土形成計画法では、計画の基本理念において「その特性に応じて
自立的に発展する地域社会」の基盤となる国土の実現について定められているところである。平成１９年中頃
までの策定を目途として検討することとなる国土形成計画においても、多自然居住地域等において多様な社会
的サービスを持続的に提供する仕組みの構築が検討すべき課題とされている。本調査は、今後、人口減少と高
齢化が急速に進展する中、多自然居住地域において多様な社会的サービスを持続的に提供する仕組みの検討を
目的とする。そのため、本調査の実施に当たっては、多自然居住地域に関する広範かつ専門的な情報の蓄積及
び多自然居住地域等において多様な社会的サービスを持続的に提供する仕組みの構築をなしうる十分な能力が
必要となる。三井情報開発株式会社（以下「同社」という。）は、1967年の創立以来、公共政策をはじめとす
る様々な分野において総合的な調査、研究及び提言を行ってきた。これまでにも、多自然居住地域に関する優
れた研究実績を残しており、「持続可能な農山村地域の実現方策研究調査」（平成７～９年度　国土庁、環境
庁）
（以下、「同調査」という。）では、高知県等の農山村地域を調査対象とした現況調査をもとに、地域特性に応
じた持続可能な多自然居住地域の実現を図るための社会的サービスの在り方、国土利用の在り方などの仕組み
づくりに関する優れた研究実績を残している。同調査において、同社は、高知県佐川町を対象に、持続可能な
多自然居住地域の実現を図るための仕組みを構築すべく、綿密な現況調査を行い、地元ＪＡと高知市在住の佐
川町出身者に着目した、地元ＪＡの活用、高知市在住の地元出身者の人脈を活かした高知市との都市・農山村
連携、また、地元住民による排水路、道路等の社会的サービス提供施設の清掃等の仕組みづくりなど、地域特
性に応じて、多様な主体が社会的サービスに参加する持続可能な多自然居住地域の仕組みづくりを構築した優
れた研究実績を残している。この他、「環境資源、国土の利用の視点からみた経済システムの変革に関する調
査」（平成９年度　環境庁）では、環境、土地利用の観点に基づく地方自治体の取り組みの現況調査をもとに、
環境保全の観点から期待される多自然居住地域の地域像の検討を行うなど、多自然居住地域に関する知見が蓄
積されている。これら調査実績が示すとおり、本調査が必要とする多自然居住地域に関する知見の蓄積及び多
自然居住地域等において多様な社会的サービスを持続的に提供する仕組みを構築する能力のある団体は同社を
おいて他にない。よって、本調査の契約については三井情報開発株式会社と随意契約を結ぶものである。（会
計法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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413

（株）三菱総合研究所
〒100-8141東京都千代
田区大手町2丁目3番6
号

平成１７年度自立地域社会
形成の推進のための制度的
課題に関する調査業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年2月1日 11,697,000

本年国土総合開発法の改正により成立した国土形成計画法では、計画の基本理念において「その特性に応じて
自立的に発展する地域社会」の基盤となる国土の実現について定められているところである。平成１９年中頃
までの策定を目処として検討を開始した国土形成計画においても、自立的で持続可能な地域社会の形成を図る
ためには、地域における様々な活動を支える人材の育成及び外部からの誘致を実現するための施策が着実に実
施されるための制度的課題の検討が必要である。本調査は、自立的で持続可能な地域社会の形成を図るため、
地域における様々な活動を支える人材の育成及び外部からの人材の誘致を実現するための施策を実施する上で
の制度的課題の検討を目的とする。そのため、本調査の実施に当たっては、地域における様々な活動を支える
人材の育成及び外部からの人材の誘致を実現するための施策に関する広範かつ専門的な知見の蓄積及び施策を
実施する上での制度的課題の分析・課題克服のための方策の提言をすることのできる能力が必要となる。株式
会社三菱総合研究所（以下「同社」という。）は、昭和４５年の創立以来、公共政策をはじめとする様々な分
野において総合的な調査、研究及び提言を行ってきた。これまでにも、人材の育成及び外部からの人材の誘致
に関する優れた研究実績を残しており、「地域活性化のための検討調査（愛知県北設楽、尾張南部・東三河）」
（平成１７年度　愛知県）では、同社の豊富な外部からの人材誘致に関する知見を活かし、北設楽地域等にお
ける人材確保に向けたＵＪＩターン等の課題検討及び課題克服のための方策に関する優れた提言を行ってい
る。また、「首都圏からの中高年齢者人材誘致促進に関する調査」（平成１４年度　財団法人東北地域産業活性
化センター）においても、同社の豊富な外部人材誘致に関する知見を活かし、首都圏から東北地域への人材誘
致を促進する上での課題検討及び課題克服のための方策に関する優れた提言を行っている。さらに、「青森県
雇用創出推進プラン策定業務」（平成１２年度　青森県）では、同社の豊富な人材育成に関する知見を活かし、
青森県における中高年齢、女性、若年者等を対象とした雇用創出のための人材育成を実施する上での課題検討
及び課題克服のための方策に関する優れた提言を行っている。この他、同社は、「自立型地域社会の創造をめ
ざす地域づくり動向調査」（平成１２年度　国土庁）において、全国各地の地域づくりの事例分析を行った実
績から、自立的な地域社会の形成の主体となる組織の形成に係る制度的課題について精通しており、また、地
域振興立法に関する知見も豊富に有している。これら調査実績が示すとおり、本調査が必要とする地域におけ
る様々な活動を支える人材の育成及び外部からの人材の誘致を実現するための施策に関する広範かつ専門的な
知見の蓄積及び施策を実施する上での制度的課題の分析・課題克服のための方策の提言をすることのできる能
力のある団体は同社をおいて他にない。よって、本調査の契約については株式会社三菱総合研究所と随意契約
を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

414
（財）社会経済生産性
本部

平成１７年度国会等の移転
オンライン講演会実施業務

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年6月1日 9,324,000

本業務の実施にあたっては、首都機能移転について専門的知見を有する人物の選定、インタビューの実施及びそ
の内容のとりまとめ等に関する業務を行うことから、首都機能移転に関するこれまでの経緯や議論に熟知してお
り、豊富で広範な知識及び経験を有している必要がある。財団法人社会経済生産性本部は、経済政策、社会政
策、福祉政策等に関わる諸課題の解決に資するため調査及び研究、情報の収集及び提供、普及及び啓発、研究
会、セミナー等の開催等を行うことを目的として設立された財団であり、豊富な実績を持っている。また、その
活動の一環として、首都機能移転に係る提言をインターネット上で公開する等、国民への普及及び啓発活動に特
段の実績を有している。さらに、当法人は、平成１１年度から昨年度まで、「国会等の移転オンライン講演会実
施業務」を請け負っており、企画、人選、インタビュー、内容のとりまとめ等の業務を行い、その内容について
も講演者及び読者双方から高い評価を得てきており、国会等の移転に対する国民の理解を深めることに多大な成
果を上げている。以上のことから、財団法人社会経済生産性本部は、本業務を確実かつ円滑に履行できる唯一の
機関である。よって、財団法人社会経済生産性本部を本件の契約の相手方とするものである。 （会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

415
（社）日本リサーチ総
合研究所

平成１７年度中長期的な国
土構造の展望と首都機能の
関係に関するアンケート及
びヒアリング調査

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年8月3日 7,979,590

本業務の実施にあたっては、国会等の移転に関して、これまでの国会等移転調査会や国会等移転審議会における
議論や報告書・答申等について熟知しているとともに、国土政策全般に関する専門的知見が不可欠である。社団
法人日本リサーチ総合研究所は、国会等の移転に関連して、平成１５年度において「国会等の移転に関する国民
の関心についての調査」（国土交通省国土計画局）を実施し、良好な結果で業務を終了している。さらに、国土
政策全般に関しても、「国土政策シュミレーションモデル開発業務」（平成１６年度）、「国土計画に関する国
際的な情報収集・分析等の調査」（平成１６年度）、「日本の国土・地域政策分析に係る調査」（平成１４年
度）等を実施するなど、専門的知見及び人材を有している。本調査の実施に当たっては、同研究所の既存調査の
ノウハウを活かしつつ、上述した専門的知見を新たな視点として反映させることで、本調査の目的をより効果的
かつ効率的に達成することができる。以上のように、本調査における分析の基礎となる国土政策全般に係る専門
的知見、さらに、これらの知見を活用しつつ、国会等の移転の今日的意義等を整理するために不可欠な総合力と
いう点で、社団法人日本リサーチ総合研究所は、本調査を実施しうる唯一の機関である。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

416 （株）野村総合研究所
平成１７年度国と地方の役
割分担と首都機能移転の関
係に関する調査業務

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年8月3日 7,980,000

本業務の実施にあたっては、これまでの国会等の移転に関する議論に精通しているとともに、官民はじめあらゆ
る方面での地方制度改革について豊富な知識を有し、更に、海外における地方自治制度についても熟知している
ことが求められる。株式会社野村総合研究所は、過去国会等の移転に関して、平成１２年度に「首都機能移転の
意義・効果、制度・手法等に関する海外事例調査」、平成１４年度に「首都機能移転の形態に関する基礎調
査」、平成１６年度に「海外における首都機能の分散移転の効果とか課題等に関する調査」を受託し、これまで
の国会等の移転に関する議論全般にわたって精通し良好な成果を納めている。さらに、「地方の自主性・主体性
を生かした国の支援・特例に関する調査」（平成１４年度：国土交通省）、「地域振興制度のあり方に関する基
礎調査」（平成１６年度：総務省）を受託し地方自治制度について豊富な知識を有しているとともに「広域的地
域づくりに係る海外事例調査」（平成１４年度：国土技術研究センター）、「ロンドンの大都市行政に関する調
査・研究」（平成１５年度：東京都）によって海外における地方自治制度を熟知している。よって株式会社野村
総合研究所は、本調査を実施し優良な成果を納めることの出来る唯一の機関であることから随意契約を結ぶこと
とする。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

417 （株）野村総合研究所
法制度と首都との関係に関
する調査業務

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年8月3日 8,000,000

本業務の実施にあたっては、首都機能移転に関するこれまでの経緯や議論に熟知しており、豊富で広範な知識及
び経験を有するとともに、法制度に関して専門的見地から分析できる能力並びに海外における首都機能に関する
調査分析を行う能力が必要である。株式会社野村総合研究所は、民間企業や官公庁向けにコンサルティングや調
査・研究事業を行い、官公庁向けには環境問題、産業政策、行政改革等に関する支援を行うとともに官民の抱え
る課題に対して広範な分野を専門的かつ実践的にカバーしており、多数のスタッフと国内外のネットワークを保
持しているシンクタンクである。特に、首都機能移転に関しては、「平成６年度新首都の行財政制度に関する調
査」、「平成１２年度首都機能移転の意義・効果、制度・手法等に関する海外事例調査」、「平成１６年度海外
における首都機能移転の分散移転等に関する調査業務」を実施し、良好な結果で業務を完了しており、本調査に
必要な首都機能移転に関する豊富な実績と専門的知見を有している。以上のことから、株式会社野村総合研究所
は、本業務を確実かつ円滑に履行できる唯一の機関である。よって、株式会社野村総合研究所を本件の契約の相
手方とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

418 （社）日本広報協会
平成１７年度国会等の移転
に関する広報の効果測定等
に係る業務

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年8月1日 8,986,450

本業務の実施にあたっては、政府の広報に精通していること、広報手法、広報効果測定、メディア事情等に関す
る専門知識等を有すること、広報に関する有識者の見解を収集、整理し、効果的な広報の方策を検討する能力を
有することが必要である。社団法人日本広報協会は、広報に関する技術・資料の提供、広報に関する調査研究、
政府広報等を行う公益法人である。同協会は、政府、地方公共団体等の広報効果測定、広報戦略立案等の実績を
有するとともに、業務の実施に当たって必要な学識経験者、報道関係者、広告の制作者等の広報に関する多数の
有識者を広報アドバイザーとして擁している。以上のことから、本業務を確実かつ円滑に履行できるところは同
協会のみである。よって、本業務について協会と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

419
（財）社会開発研究セ
ンター

平成１７年度東京に首都機
能が置かれてきたことの効
果及び問題点に関する検討
調査

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年8月3日 11,808,300

本業務の実施にあたっては、国会等の移転に関して、これまでの国会等移転調査会や国会等移転審議会における
議論や報告書・答申等について熟知しているとともに、社会経済情勢や国土構造に関する専門的知見が不可欠で
ある。財団法人社会開発研究センターは、国会等の移転に関連して、平成１５年度において「首都機能移転問題
に関する各種論説等の調査及びそのデータベース化業務」「首都機能移転に関する調査等の整理、分析及びその
データベース化業務」（国土交通省国土計画局）を実施し、良好な結果で業務を終了している。さらに、首都機
能移転の意義・効果についても、「首都機能移転の意義・効果についての基礎的調査」（国土交通省国土計画
局、平成１３年度）、「首都機能移転後の東京整備に関する調査（国土交通省国土計画局、平成１２年度）、
「社会経済情勢等を踏まえた首都機能移転先新都市のフレームに関する検討調査」（国土交通省国土計画局、平
成１２年度）を実施するなど、専門的知見及び人材を有している。以上のように、本調査における分析の基礎と
なる社会経済情勢及び国土構造に係る専門的知見、さらに、これらの知見を活用しつつ、国会等の移転を論じる
上での不可欠な総合力という点で、財団法人社会開発研究センターは本調査を実施しうる唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

420
（株）プレック研究所
東京都千代田区麹町3-
7-6

平成17年度名古屋大都市地
域における緑地等の保全・
創出方針調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年8月10日 13,965,000

本調査の実施にあたっては、自然環境についての広範囲にわたる多様な情報の収集能力、専門性豊かで高度な分
析能力及び緑地等の保全・創出による影響・効果について、過去の経緯・社会経済情勢を踏まえ将来にわたり予
測・評価し、行政計画等の立案に関して提案する能力が必要である。プレック研究所はこれまでに「広域連携に
よる大規模緑地の保全・活用方策検討調査」等の業務に取り組んでおり、自然環境分析能力関連・行政計画等関
係提案能力関連において、自然環境についての高度な分析手法及び社会経済情勢を踏まえた行政計画等に関する
提案等のための豊富な知見を有しており、本調査の実施にあたり必要とされる能力を有する唯一の企業である。
よって上記企業と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

421
株式会社日本アプライ
ドリサーチ研究所
千代田区神田錦町2－2

平成１７年度ソフト系ＩＴ
産業の実態調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月16日 4,723,950

本調査では事業参入や退出の活発な業種であるソフト系ＩＴ産業の事業所の動向を追うにあたって、半年ごとの
データから個々の事業所の開業、廃業、移動について動向を追う必要があり、それにはデータの集積にあたって
重複を防ぎつつ膨大なデータベースを作成する手法に精通し、またソフト系ＩＴ産業の 新の業界動向や事業所
の集積動向に対して深い知見を有していなければならないが、当研究所はこれらの能力を有し、適切な調査を行
うことの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
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

422 （株）三菱総合研究所

平成１７年度高次都市機能
の地域分布、首都機能移転
が高次都市機能に与える影
響及び首都が備えるべき高
次都市機能に関する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月29日 14,973,000

本業務の実施にあたっては、国会等の移転に関して、これまでの国会等移転調査会や国会等移転審議会における
議論や報告書・答申等について熟知しているとともに、国土政策全般に関する専門的知見が不可欠である。株式
会社三菱総合研究所は、国会等の移転に関連して、平成１５年度において「国会等の移転に係る防災上の効果に
関する検討」、平成１３年度に「全国の各地域から見た首都機能移転の意義・効果に関する調査」（国土交通省
国土計画局）等を実施し、良好な結果で業務を終了している。さらに、国土政策全般に関しても、「国土計画の
アウトカム指標の開発に関する調査」（平成１６年度）、「複数の将来シナリオに基づく国土構造分析調査」
（平成１５年度）、「国土の長期展望検討作業に係る調査」（平成１４年度）等を実施するなど、豊富な専門的
知見及び人材を有している。本調査の実施に当たっては、同研究所の既存調査のノウハウを活かしつつ、上述し
た専門的知見を新たな視点として反映させることで、本調査の目的をより効果的かつ効率的に達成することがで
きる。以上のように、本調査における分析の基礎となる国土政策全般に係る専門的知見、さらに、これらの知見
を活用しつつ、国会等の移転の今日的意義等を整理するために不可欠な総合力という点で、株式会社三菱総合研
究所は、本調査を実施しうる 適な機関である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

423 アジア航測株式会社
平成17年度近畿圏における
緑地等の保全・創出に関す
る調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月21日 15,750,000

本調査は、自然環境に関する幅広いデータを短時間に収集し、膨大なデータを短時間で処理し、視覚的に分かり
やすい方法で表現するための高度な技術を必要とする。本契約の相手方は、過去に多くの実績を有し、前述の自
然環境関連データを短期に収集、整理、図面化する能力を有する。加えて、過去に近畿圏における自然環境関連
調査の実績があり、近畿圏の植物及び動物の制定に関する非公開データを含む高い知見を有し、近畿圏の自然環
境の特徴及び原価の課題について熟知していることから、本調査を効率的かつ効果的に実施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
随意契約によらざる
を得ないもの

424 （株）プレック研究所
平成17年度近畿圏における
水と緑のネットワーク構築
の推進に関する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月21日 15,834,000

本調査は、自然環境の保全、活用、創出について深い知見及びそのデータを短時間に収集・処理して視覚的に分
かりやすい方法で表現する高度な技術力、会議運営に関する豊富な実績と多様な意見間の調整能力を有すること
が必要である。本契約の相手方は、調査に必要な自然環境に関する深い知見及び会議運営能力を有するうえに、
過去に行った当課の類似調査で高い能力を発揮したことなどから、本調査を効率的かつ効果的に実施できる唯一
の者であるため。（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

425

東京都港区新橋1-11-7
三菱UFJリサーチ＆コ
ンサルティング株式会
社取締役社長元田充隆

平成17年度大都市圏を中心
とした世帯の移動動向分析
に関する調査業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月28日 11,879,175

本調査では、既存の住宅・土地統計調査等の結果を用いて、大都市圏を中心とした世帯移動動向の詳細な把握及
び社会動向、国土政策等による世帯移動の動向の変化を検証、分析する。このため、実施には、住宅・土地統計
調査等の内容と分析に精通し、大量データを取扱う処理能力、政策全般の広範な知見、データの管理等の高いセ
キュリティ性が必要とされる。三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社は、本調査において用いる住宅・
土地統計調査等の詳細かつ大量データを取扱った業務実績が豊富であること、省庁及び地方自治体の政策策定を
主たる業務とする調査部門を設け、多岐にわたる研究から幅広い知見を有していること、また、データの流出防
止、管理等の面で非常に高いセキュリティを有していることから、本調査に必要な技術、知識、分析力等を備え
ており、効率的、効果的かつセキュリティ上の安全の観点において本調査を実施しうる者は他に存在しない。
（会計法第29条の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

426
株式会社野村総合研究
所
千代田区丸の内1-6-5

平成１７年度首都圏の業
務・大学機能等に関する調
査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月1日 13,650,000

本調査では東京の活力の要因を明らかにするために、企業集積の効果、東京へ企業が集積する要因、企業の諸機
能の分担と立地に関する検討等を行い、東京の活力を向上させるために必要な方策について検討する。このた
め、大都市圏を中心とする都市問題、産業、経済、大学等教育機関等の広範囲にわたる知見と、これら多様な情
報の収集能力及び専門性豊かで高度な分析能力が求められるが、当研究所はこれらの能力を有し、適切な調査を
行うことの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
随意契約によらざる
を得ないもの

427 （株）三菱総合研究所
平成１７年度都市の危機対
応力等に関する基礎的調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月2日 14,994,000

本業務の実施にあたっては、国内における首都中枢機能の被災に関する知識を有し、首都機能移転のコンセプト
や移転規模などの構想内容等を熟知していることが必要であるとともに、わが国の国会等における首都機能移転
に関する議論等の知識も必要とされる。株式会社三菱総合研究所は、国会等の移転に関連して「首都中枢機能の
同時被災の影響等に関する調査」（H16国土計画局）、「国会等の移転に係る防災上の効果に関する検討」（H15
国土計画局）、「国会等の移転に係るバックアップ機能に関する検討調査」（H14国土計画局）等の調査を実施
し良好な結果で終了するなど、国会等の移転や、中枢機能の同時被災に関する検討に実績を持ち、十分な知識を
有している。以上のことから、株式会社三菱総合研究所は上記条件をすべて満たし、確実な成果をあげることの
できる唯一の機関である。従って、株式会社三菱総合研究所を本業務の随意契約の相手方とするものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

428 （株）価値総合研究所
平成１７年度海外における
首都中枢機能の業務継続体
制等に関する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月16日 14,878,500

本業務の実施にあたっては、国内における首都中枢機能の被災に関する知識を有し、首都機能移転のコンセプト
や移転規模などの構想内容等を熟知していることが必要であるとともに、わが国の国会等における首都機能移転
に関する議論等の知識も必要とされる。株式会社価値総合研究所は、国会等の移転に関連して「分散移転の観点
に対応した国会等の移転形態等に関する基礎的調査」（H15国土計画局）、「国会等の移転に関する経済的・行
政的視点からの検討調査」（H14国土計画局）、等の調査を実施し良好な結果で終了したほか、「主要国の構造
改革の直近に関する調査」（H14経済産業省）等を実施するなど、国会等の移転や、海外の首都中枢機能に関す
る検討に実績を持ち、十分な知識を有している。以上のことから、株式会社価値総合研究所は上記条件をすべて
満たし、確実な成果をあげることのできる唯一の機関である。従って、株式会社価値総合研究所を本業務の随意
契約の相手方とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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429

東京都文京区本郷2-
38-16㈱市浦ハウジン
グ＆プランニング専務
取締役東京支店長内田
勝巳

平成17年度人口減少地域に
おけるゆとり空間の創出等
に関する手法の検討業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月9日 14,910,000

本調査では、大都市圏郊外部の人口減少地域における現況把握等と国内外の制度等の情報を収集した上で、人口
減少地域におけるゆたかな生活空間の創出等に関する手法の検討を行う。このため、実施には、様々な住宅地及
びまちづくりの調査・計画・管理に関する知見等、特に、近年の大都市圏郊外部の住宅地等の動向に精通し、多
数の住宅地の調査を行うための組織体制を備えている必要がある。㈱市浦ハウジング＆プランニングは、本調査
の対象とする郊外部関連の調査業務を多数実施した実績を有し、極めて豊富な実践経験及び知見を有しているこ
と、首都圏以外においても迅速かつ効率的な現地調査が可能である万全の組織体制を備えていることから、効率
的かつ効果的に本調査を実施しうる者は他に存在しない。（会計法第29条の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

430
（株）価値総合研究所
〒108-0073東京都港区
三田3丁目4番10号

平成１７年度２１世紀の国
土計画に関する将来フレー
ム調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月11日 10,657,500

平成17年7月に成立した「国土形成計画法」においては、我が国及び世界における人口、産業その他の社会経済
構造の変化に的確に対応し、その特性に応じて自立的に発展する地域社会、国際競争力の強化及び科学技術の振
興等による活力ある経済社会、安全が確保された国民生活並びに地球環境の保全にも寄与する豊かな環境の基盤
となる国土を実現するよう、我が国の自然的、経済的、社会的及び文化的諸条件を維持向上させる国土の形成に
関する施策を、当該施策に係る国内外の連携の確保に配意しつつ、適切に定めるものとする、とされている。本
調査においては、このような国土作りの戦略的な方針を策定するために、ライフスタイル・生活、産業、自然環
境、エネルギー供給、地域経済等の将来像について、将来フレームを作成することが目的である。また、人口減
少下での地方自治体の取り組み状況を整理し、経済、文化などの面で魅力的で、個性的なまちづくりを行ってい
る都市を公表されている様々な指標をもとに検証することが必要である。本調査の実施にあたっては、将来フ
レーム作成作業にあたっては、４５年程度を展望するためのモデル構築力や様々なデータの収集・分析能力を有
することが必要とされる。特に、暮らしやすい都市に関する指標作りにあたっては、都市に関する専門的知識を
有し、実績に裏打ちされた検討・作業が必要とされる。株式会社　価値総合研究所は、「首都圏住民、３４００
万人を対象にした将来指向調査」（平成16年度八都県首脳会議首都機能部会調査）において、将来の社会基盤整
備のあり方などについて検討を行い、あるべき方向性について示している。また、「大都市圏におけるコンパク
トな都市構造のあり方に関する調査」（平成１５、１６年度国土交通省調査）、「海外のサスティナビリティに
関する調査」（平成１６年度国土交通省調査）など、都市に関する調査を多く受託しており、基礎的統計データ
の収集及び分析に関する高度な専門的能力及び経験を豊富に有している。したがって、株式会社　価値総合研究
所は、本業務に必要な事項に関してモデル構築力や様々なデータの収集・分析能力、及び、都市に関する専門的
知識を有し、効率的かつ効果的に実施することができる唯一の法人であり、本法人と契約するものとする。（会
計法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

431 （株）三菱総合研究所
チリ共和国における首都機
能の分散配置に関する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月16日 8,000,000

本業務の実施にあたっては、国会等の移転に関して、これまでの国会等移転調査会や国会等移転審議会における
議論や報告書・答申等について熟知しているとともに、海外の首都機能の分散配置の状況等についての様々な知
識や海外調査のノウハウを有していることが必要である。また、チリの首都機能の分散配置の状況を調査するこ
とから、特にチリにおける、人材、組織等とのネットワークを有していることも必要である。株式会社三菱総合
研究所は、国会等の移転に関連して「分散移転におけるコミュニケーション形態のあり方やＩＴの活用方策に関
する調査」（平成１５年度）等を実施し良好な成果を上げるなど、分散移転をはじめ国会等の移転に関する国内
外の専門的知見を有している。海外調査に関しても、本調査の類似のものである「南アフリカにおける首都機能
の分散配置に関する調査」（平成１６年度）をはじめ、外務省、経済産業省等官庁、国際協力機関からの援助案
件を受託するとともに、「タンザニアにおける経済特区開発セミナー」（平成16年日本開発政策研究所委託）、
「途上国（ケニア）における道の駅適用ガイドライン策定業務」（平成14年国際復興開発銀行）などを実施する
など海外調査のノウハウが充実している。さらに、チリにおける人材、組織等とのネットワークも有している。
以上のことから、本調査を実施し確実な成果をあげることの出来る唯一の機関である株式会社三菱総合研究所と
契約を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

432 （株）野村総合研究所
平成１７年度首都機能移転
に関する海外事例の調査及
び広報資料検討業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月16日 14,973,000

本業務の実施にあたっては、海外における首都機能移転に関する調査実績を有するとともに、首都機能移転に関
わる国に関し、移転後の政治、行政、経済の関係の変化、移転先及び移転元における影響、変化等、首都機能の
分散立地による立法機関と行政機関相互の業務手法や連携、等に関する情報収集・分析能力や専門的知見が不可
欠である。株式会社野村総合研究所は、民間企業や官公庁向けにコンサルティングや調査・研究事業を行い、多
種多様な課題に対して広範な分野を専門的かつ実践的にカバーしており、多数のスタッフと国内外のネットワー
クを保持しているシンクタンクである。特に、首都機能移転に関しては、「平成12年度首都機能移転の意義・効
果、制度・手法等に関する海外事例調査」、「平成14年度首都機能移転の形態に関する基礎調査」、「平成15年
度海外における首都機能の分散移転等に関する事例調査」、「平成16年度海外における首都機能の分散移転の効
果と課題等に関する調査」を実施し、良好な結果で業務を完了しており、本調査に必要な首都機能移転に関する
豊富な実績と専門的知見を有している。以上のことから、株式会社野村総合研究所は、本業務を確実かつ円滑に
履行できる唯一の機関である。よって、本業務について当該社と随意契約するものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

433
(株)三菱総合研究所
千代田区大手町2-3-6

平成１７年度大都市圏にお
ける環境負荷軽減方策に関
する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月18日 7,875,000

本調査では、大都市圏特有の環境課題解決及びエネルギーの観点からの持続可能な圏域構造・都市構造の構築に
向けた今後の方向性について検討を行うために、環境に関する幅広い知識、有識者の情報源と高い情報収集力及
び政策立案型の業務提案能力が求められる。当該研究所は広域的な観点に立った施策検討業務の実績があり、高
度な専門的知識だけでなく環境・エネルギー問題を圏域レベルで検討する際に必須である都市開発やまちづくり
に関する知見も豊富でこれらの能力を有しているため、本調査を実施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
随意契約によらざる
を得ないもの
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434
（株）アバンアソシエ
イツ

平成１７年度首都機能移転
の形態・構想等に関する基
礎的調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月28日 14,448,000

本業務の実施にあたっては、国内における首都中枢機能の被災に関する知識を有し、首都機能移転のコンセプト
や移転規模などの構想内容等を熟知していることが必要であるとともに、わが国の国会等における首都機能移転
に関する議論等の知識も必要とされる。株式会社アバン　アソシエイツは、国会等の移転に関連して「分散移転
の観点に対応した国会等の移転形態等に関する基礎的調査」（H16国土計画局）、「都市整備に導入可能な新た
な手法・技術に関する調査」（H15国土計画局）等の調査を実施し良好な結果で終了するなど、国会等の移転
や、中枢機能の同時被災に関する検討に実績を持ち、十分な知識を有している。以上のことから、株式会社アバ
ン　アソシエイツは上記条件をすべて満たし、確実な成果をあげることのできる唯一の機関である。従って、株
式会社アバン　アソシエイツを本業務の随意契約の相手方とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

435 （株）野村総合研究所
韓国における行政中心複合
都市都市概念国際公募に関
する基礎的調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月29日 9,975,000

本業務の実施にあたっては、国会等の移転に関して、これまでの国会等移転調査会や国会等移転審議会における
議論や報告書・答申等について熟知しているとともに、海外の首都機能移転等に関連した様々な知識や海外調査
のノウハウを有していることが必要である。また、公開資料の収集のみでは困難な情報については、韓国におい
てヒアリング調査を実施することから、特に韓国における人材、組織等とのネットワークを有していることも必
要である。株式会社野村総合研究所は、韓国における調査として「海外における首都機能の分散移転等に関する
事例調査」（平成15年度）、「海外における首都機能の分散移転の効果と課題等に関する調査」（平成16年度）
等を実施し良好な成果を上げるなど、国会等の移転に関する国内外の専門的知見、実績を有している。さらに、
公表文献の調査では困難な情報や、内容を深く分析する必要がある情報に絞って密度の高い現地調査をするた
め、同社のソウル支店と連携した詳細な調査を実施することが可能となる。以上のことから、本調査を実施し確
実な成果をあげることのできる唯一の機関である株式会社野村総合研究所と契約を結ぶものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

436
（株）プレック研究所
東京都千代田区麹町3-
7-6

平成１７年度自然環境と人
間活動が調和したランドス
ケープの形成に関する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月1日 7,350,000

本業務では、新たな国土形成計画、国土利用計画策定のため、自然環境と人間活動が調和したランドスケープの
形成方策に関して検討するものである。ここで、ランドスケープとは、人間主体的な地域環境の認識像であり、
人と自然との永続的な関係の中でつくられる、歴史性や文化性をも含めた空間の美しさという総合的な概念で一
律に決まるものではなく多様性を持つと考えている。本業務を遂行するためには、都市から自然維持地域に至る
広範な土地利用形態に関する視野とランドスケープ全般に関する豊富な知識が必要であると同時に、国土計画に
おいて実効性の高い実施体制を構築するため、全国規模だけではなく個別地域における現状と課題、先進的な取
り組み等について幅広い知見を有していることが必要である。（株）プレック研究所は、環境に関する総合的な
調査研究機関として、生物多様性や地球温暖化防止等の環境政策・行政計画立案や、環境調査、環境アセスメン
ト等についての専門的な知識を有している一方、都市再生、防災安全、文化財保護等、それを超えた幅広い分野
の調査研究を行っている。例えば、「国土景観の分類及び評価手法に関する研究」（環境省）、「都市公園事業
における景観形成ガイドライン（仮称）検討作業」（（社）日本公園緑地協会）といった全国規模での検討調査
や、「北陸地方における広域景観の保全手法に関する調査業務委託」（国土交通省北陸地方整備局）、「琵琶湖
景観形成地域設定調査」（滋賀県）といった個別地域における広域的景観に関する検討調査等、幅広い内容の調
査実績がある。さらに、都道府県、市町村における景観計画等の策定のための調査業務の実績も多数有してい
る。以上より、（株）プレック研究所は本調査を円滑かつ効率的に行う上で必要な、専門的な技術及び実績、経
験を有する唯一の団体である。従って、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意
契約するものである。（会計法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

437
（株）野村総合研究所
〒100-0005東京都千代
田区丸の内1-6-5

平成１７年度安全・安心な
社会に向けた国土利用の転
換に関する調査業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月1日 8,000,000

本業務は、新たな国土形成計画、国土利用計画策定のため、安全・安心な社会に向けた国土利用の転換に関して
検討するものである。本業務を遂行するためには、地震、風水害等の自然災害に関する十分な科学的知見だけで
はなく、犯罪、テロ等を含めた総合的なリスクマネジメントに関する基本的かつ体系的な知識が必要である。ま
た、国土計画に対する実効性の高い制度設計の提案のため、国、地方自治体の防災、土地利用制度等の公共施
策、民間のリスクマネジメントや損害保険制度等のリスクファイナンス、防災情報の提供に係る不動産市場動向
等に関する幅広い知見を有していることが必要である。（株）野村総合研究所は、総合的な調査研究機関とし
て、国土・地域戦略や経済・財政、社会資本整備等の公共政策についての幅広い知見を有している一方、リスク
マネジメントに関しては部署を設けて専門的な調査研究に取り組んでいる。自然災害に関しては「首都直下地震
に関する検討」「日本海溝地震対策に関する検討」「東南海、南海地震等に関する検討」「東海地震に関する検
討」（以上内閣府）といった中央防災会議専門調査会の検討に携わった実績がある他、「武力攻撃事態等に備え
た備蓄戦略」（内閣官房）等の自然災害以外の危機管理政策支援に関する検討実績や「首都直下地震時の損害保
険業務に関する影響評価」等民間企業の調査実績も多数有している。また、平成１６年度に実施したリスク管理
による総合防災対策と国土利用のあり方に関する調査では、多くの有識者等との議論を通じて、リスクを未然に
回避する観点からの土地利用計画、規制、誘導措置、土地情報の提供等の課題を整理し、国土利用計画における
防災上の指針のあり方及び災害危険区域を特定の考えについて検討した。特に、防災に配慮した土地利用のあり
方については、幅広い知見と経験及び独自の分析に基づいて良好な成果を上げている。以上より、株式会社野村
総合研究所は本調査を円滑かつ効率的に行う上で必要な、専門的な技術及び実績、経験を有する唯一の団体であ
る。従って、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約するものである。（会
計法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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438 （株）野村総合研究所
ＥＵ及びＥＵ主要国におけ
る地域振興施策調査業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月6日 14,899,500

国土計画局参事官においては、全国総合開発計画の推進に関しての地域振興施策及び国際業務を担当してきた
ところである。平成１７年７月には国土形成計画法が成立し、国土形成計画の基本理念として、自立的に発展
する地域社会の実現や国内外の連携の確保が掲げられており、その実現に向け、全国的な視点に立って行わな
ければならない施策について国の責務を全うすることが求められている。今後策定される国土形成計画におい
ては、地域振興施策のあり方や国際連携のあり方が議題となり、その際、諸外国の国土計画に関する情報の収
集と分析が必要となっている。以上を受け、本調査はEU統合や地方分権化等の流れの中で国土政策や地域振興
施策の新たな展開が見られるEU及びEU主要国における具体的な地域振興施策を調査分析することにより、我が
国の新たな国土計画で打ち出される目標・戦略を具体化するための効果的な施策手段のあり方を検討し、国土
計画の推進及び国際ライブラリーの構築に資することを目的としている。従って、本調査を実施するにあたっ
ては地域振興施策についての豊富な知識を有しており、かつ、EU主要国において国土政策に関する情報収集が
可能であることが必要不可欠である。株式会社野村総合研究所は、これまで多数の国土計画、地域振興施策に
関する業務実績を有している。特に、平成14年度の「地域の自主性・主体性を生かした国の支援・特例のあり
方に関する調査」では、諸外国の地域振興施策に関する情報を現地調査も実施しながら収集し、日本への適用
策を複数提案すると共に、アンケート調査等を通じて国内の複数の地域振興施策に関する課題の分析を行う等、
高い実績を挙げている。これらの実績を踏まえて本調査を実施することで、効率的に充実した成果をあげるこ
とが可能である。加えて、株式会社野村総合研究所は平成12年度に実施された「首都機能移転の意義・効果、
制度・手法等に関する海外事例調査」をはじめとして、諸外国の国土政策に関する調査経験が豊富である上、
Factiva.com、ProQuest、inside Web、NBER等の海外の専門データベースと契約を結んでおり、海外の新聞雑
誌記事や論文の情報をEU加盟全25カ国から収集することが可能である。さらに、ロンドンにヨーロッパ現地法
人を有しており、EU主要国のコンサルタントにもネットワークを有しており、迅速かつ充実した情報収集が可
能である。以上のことから、株式会社野村総合研究所は本業務を実施する上で必要なノウハウと知識を十分有
しており、かつ、現地法人及びネットワークを活かした情報収集が容易である。よって、本業務を着実に履行
できる専門的な知見を有している同社を請負先として随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

439
（株）三菱総合研究所
東京都千代田区大手町
二丁目３番６号

平成１７年度ＧＩＳを活用
したモニタリング指標の整
備に関する基礎的検討調査
業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月6日 14,931,000

本調査は、多様な情報を効率的に分析することが可能であり、かつ、わかりやすいビジュアル効果を高めること
のできるＧＩＳを活用し、総合的に分析することの特に重要な土地利用、環境、防災といった分野を取りあげ
て、モニタリング指標を整備するための基礎的な検討を行うことを目的とする。本調査の目的を達成するために
は、これまでの国土審議会における議論や報告等について熟知しているとともに、国土政策全般に関する専門的
知見が不可欠である。また、ＧＩＳを活用する調査であるため、ＧＩＳに関する専門的・技術的知見も必須であ
る。株式会社三菱総合研究所は、国土政策に関連して、国土計画局において、「国土計画のアウトカム指標の開
発に関する調査」（平成１６年度）、「国土の持続的発展に資する基盤整備のあり方に関する調査」（平成１６
年度）、「複数のシナリオに基づく国土構造分析調査」（平成１５年度）、「国土利用の再編・集約化のあり方
に関する検討調査」（平成１５年度）、「国土の長期展望検討作業に係る調査」（平成１４年度）等を実施し、
すべて良好な結果で業務を終了しており、豊富な専門的知見及び人材を有していることが明らかとなっている。
ＧＩＳについても、国土計画局において、「次世代位置参照情報の整備に関する調査」（平成１６年度）、「街
区レベル位置参照情報の整備・更新に関する調査」（平成１５年度）等を実施し、すべて良好な結果で業務を終
了しているほか、調査に当たって別途ＧＩＳ専門の作業メンバーが加わる等、万全な体制を整えている。本調査
の実施に当たっては、同研究所の既存調査のノウハウを活かしつつ、上述した専門的知見を新たな視点として反
映させることで、本調査の目的をより効果的かつ効率的に達成することができる。以上のように、本調査におけ
る分析の基礎となる国土政策全般に係る専門的知見、ＧＩＳに関する専門的・技術的知見、さらに、これらの知
見を活用しつつ、国土計画の指標を作成するために不可欠な総合力という点で、株式会社三菱総合研究所は、本
調査を実施しうる唯一の企業であり、よって同社と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

440

（株）ユーエフジェイ
総合研究所政策研究事
業本部
愛知県名古屋市中区錦
３－２０－２７

平成１７年度中部圏におけ
る政策区域の総合的点検に
関する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月16日 12,873,000

本調査の実施にあたっては、中部圏の圏域整備について総合的な知見、調査実績等を豊富に有していることはも
とより、中部圏の各都市相互間の人流、物流等の流動状況や地域における課題を解決する上で、国際交流、産業
振興及び都市問題等における中部圏を取り巻く現在の動き、今後の変化等の諸状況を踏まえた広範な分野にわた
る資料収集能力及び高度な分析力が必要である。ＵＦＪ総研は、三和総合研究所と東海総合研究所が合併して設
立されたシンクタンクであり、旧東海総合研究所は、設立以来、名古屋市に拠点を置き、中部圏を中心とした都
市計画・地域計画や産業・技術等について調査研究等を行っており、本調査の実施にあたり必要とされる上記能
力を有し、本調査を的確かつ円滑に遂行できる唯一の企業であるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

441 （株）三菱総合研究所
平成17年度近畿圏における
政策区域の総合的点検に関
する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月19日 9,975,000

本調査は、近畿圏の産業振興及び都市問題等における現在及び今後の変化等の諸状況を踏まえた広範な分野に渡
る資料収集能力及び高度な分析力が必要である。契約の相手方は国土計画分野の優れた実績が多く、近畿圏に関
する十分な情報の蓄積及び高い情報収集能力・分析力に加えGiS操作及び各種統計データの迅速な整理や図表化
に関して高い技術を有することから、本業務を効率的・効果的に実施す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）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

442

三菱ＵＦＪリサーチ＆
コンサルティング株式
会社
東京都港区新橋1-11-7

平成17年度首都圏の拠点都
市形成状況評価に関する調
査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年1月4日 11,134,200

本調査の遂行にあたっては、首都圏整備や業務核都市制度、事業所や企業活動、人口減少社会における都市のあ
り方、居住形態や広域連携と言った国土・地域計画に関する総合的知見が必要である。同社はそれら調査を専門
に行う部署があり、これまでも本調査に関わる専門分野について豊富な経験と知見を有していることから、それ
ら経験等を活用して調査・分析を効率的かつ迅速に実施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
随意契約によらざる
を得ないもの

443 （株）日本総合研究所
平成17年度アジアとの関係
で捉えた近畿圏整備の方向
性の検討調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年1月12日 9,934,915

本調査は、近畿圏とアジア諸国との関係を示す各種統計データ等の収集・分析を短期間に、的確に行う能力が必
要であり、かつ、近年の動向について、地元経済界等から情報収集を正確かつ迅速に行える強いネットワーク力
が重要な業務である。契約者は、我が国とアジア地域に関する調査実績が豊富にあり、かつ、国土政策及びアジ
ア地域との関係に対する高い情報収集力、優れた分析能力、地元経済界等との強いネットワークを唯一有してい
るため。（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

444
（株）ニッセイ基礎研
究所〒102-0073東京都
千代田区九段北4-1-7

東アジア等諸外国における
国土基盤に関する情報収集
基礎調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年1月16日 13,417,000

本業務は、わが国が発展する東アジアの一員として東アジアの発展の一翼を担い、国際的な競争力・魅力を高
めるための国土形成に向けた新たな国土政策の検討を進めることが必要であるとの認識のもと、世界各国・地
域とわが国との効果的な交流・連携のあり方や東アジアの一員としての日本が担うべき役割等を検討し、今後
の国土計画策定に必要な基礎的な情報の包括的な把握を目的とし、東アジア等諸外国における社会・経済を支
える国土基盤整備の状況および今後の計画に関するデータの収集、整理、分析を行うものである。本調査では、
具体的には、東アジア各国・地域及び東アジア以外の主要国における社会・経済の状況及び交通・輸送、情報
・通信等の国土基盤の経年変化、現状及び国土計画等の将来計画について、情報を収集・整理するとともに、
各国の今後の基盤整備の方向性を日本との比較ができるように明らかにするものであることから、その実施に
当たっては、東アジア各国・地域及び東アジア以外の主要国における広範な情報を詳細かつ確実に収集・把握
するとともに、諸国間の情報を正確に比較分析できる十分な知見・能力が必要とされる。株式会社ニッセイ基
礎研究所は、１９８８年に設立され、国内外の経済問題や公共政策等の様々な分野において、総合的な調査研
究と実践的なコンサルティングを行っており、これまでにも国土計画・国土政策・制度に関する海外調査実績
は多く、具体的な成果を残してきた。同研究所では、アジア諸国について、「アジア諸国における国土の利用
に関する計画の策定状況に関する調査」（平成１５年度：国土交通省）において、アジア諸国の今後の動向や
その国際社会への影響を分析した上で、日本における国土利用のあり方を示すことを目的とし、アジア諸国の
国土利用、産業構造の変化、都市化の進展、農業政策等に関する動向に関する情報収集・分析を実施している。
また、「開発途上国等における国土政策支援のための調査」（平成１６年度：国土交通省）において、アジア諸
国間ならびにわが国との関係を念頭に置いた上で国土政策支援のあり方を示すことを目的とし、アジア諸国に
おける土地利用の状況や国土計画の内容の調査・分析を実施している。さらに、世界各国を対象とした情報収
集及び国際比較に関する調査として、「海外における市街地整備事業の動向に関する調査」（平成１１年度：都
市再生機構）、「不動産関連諸税に関する国際比較調査」（平成１３、１４年度：（財）土地総合研究所）、
「援助
協調情報収集及び分析調査」（平成１５年度：(独)国際協力機構）、「土地制度と土地情報整備体制の国際比較
に関する調査」（平成１６年度：（財）土地総合研究所）、「広域ブロック計画策定・推進における多様な主体の
参画に関する調査」（平成１６年度：国土交通省）他、また、海外からの受注として「国際港湾大都市の発展
戦略と国土計画に関する国際比較研究」（平成１４年度：中国天津市）他の様々な分野に関する調査研究実績
を有している。これらの多数の業務遂行実績を通じ、同研究所は、東アジア等諸外国を対象とした広範な分野
の情報収集手段について精通し、諸外国の情報について様々な観点から比較・分析する能力を有していると言
える。以上より、株式会社ニッセイ基礎研究所は、本業務の実施に求められる、東アジア等諸外国における広
範な情報を詳細かつ確実に収集・把握することのできる十分な知見・能力を持ち、諸国間の情報を比較分析す
るための豊富な知見の蓄積があると認められ、かつこれらの知見・能力を総合的に有する団体は同研究所をお
いて他にない。したがって，本業務の契約先として、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、株式会社ニッセイ基礎研究所と随意契約を結ぶこととするものである。（会計法第２９条の３第
４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

445

ランドブレイン株式会
社
東京都千代田区平河町
1-2-10

平成17年度首都圏における
政策区域制度の総合的点検
に関する調査業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年1月19日 10,269,000

本調査の実施に当たっては、首都圏整備法に基づく政策区域制度や財特措置等の制度や人口減少社会における広
域的土地利用や都市のあり方、居住形態と言った具体的地域計画に関する総合的地検が必要である。同社は本件
調査を専門に行う部署があり、本件調査に関わる専門分野について豊富な経験と知見を有しており、それらを活
用することで調査・分析を効率的かつ効果的に実施しうる唯一の者であるため。（会計法第29条の第3第4項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

446
パシフィックコンサル
タンツ(株)多摩市関戸
1-7-5

平成１７年度大都市圏の景
観形成に関する調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年1月25日 6,489,000

本調査では大都市圏における景観問題の現状把握、課題の抽出及び国内外のさまざまな事例を元に地域に合った
景観形成を推進する計画等の検討を行うために、景観に関する専門的知識、現状における景観に関する諸問題を
網羅的かつ的確に把握・分析する優れた能力が必要であり、当該法人はこれらの能力を有すると同時に、過去に
地方自治体の景観計画や広域的な景観形成の調査実績が豊富であり、かつ景観に関する幅広い情報源を有してい
る事から、本調査を行うことの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
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
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契約担当官等の氏名並
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（円）
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点検の結果 講ずる措置 備考

447
アジア航測株式会社
東京都新宿区新宿4-2-
8

平成17年度円海山・北鎌倉
近郊緑地保全区域における
岩瀬地区の拡大指定に関す
る調査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年2月10日 7,980,000

本調査では緑地保全に資する各制度や生態系等自然環境、土地利用規制等に関する総合的知見が求められる。ま
た首都圏の広域的並びに即地的な観点からのデータの収集・分析・計画策定等が求められるが、過去の首都圏の
自然環境調査・データ分析業務をはじめ、同様の調査業務で良好な実績を収めており、本調査に対応できる高い
能力と知見を有する。このことから本調査を効率的かつ効果的な調査が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
随意契約によらざる
を得ないもの

448 （株）みずほ情報総研
平成17年度「日本を巡るア
ジア諸国のプロジェクト等
調査」

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月30日 9,985,500

本調査は、アジア諸国における各種プロジェクトの動向を調査することで、各地方の計画策定における国際戦略
検討に資することを目的とするものである。そして、契約相手については、多くのアジア諸国に関する事例調査
の経験を有し、その結果として構築されたアジア諸国とのネットワークを有するため、これを活用することで調
査を的確に行うことができる。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

449
（株）ＣＮインターボ
イス

国民の圏域に対する意識調
査業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月11日 4,620,000

本業務は、国土審議会圏域部会において議論となった「広域地方計画区域」の区分のあり方について、国民がど
のような意識を持っているかを把握するための業務である。そして、契約相手については、この業務を行うに当
たって実施した、設問の設定方法や、ユーザインターフェイス等に関する企画競争の結果、選定したものであ
る。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

450
（株）都市経済研究所
東京都新宿区早稲田鶴
巻町５１３

平成１７年度国際的な都市
間協力のあり方に関する調
査

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月8日 13,740,000

東アジア諸国を始めとする発展途上国を中心に、 近の急激な経済成長に伴い都市化が進んだ結果、交通、住宅
等の深刻な都市問題に直面している。これらの都市問題の解決に対して、行政レベルから地域住民、NPOに至る
多様なレベルにおいて我が国が積極的な貢献を行うことが望まれる。このような行政レベルから地域住民、NPO
に至る様々なレベルにおいて、東アジア諸国を始めとする発展途上国の大都市問題の解決に対して我が国が積極
的な貢献をすることにより、これらの国々との緊密な連携関係の構築が可能となると考えられる。    本調査業
務は、現在行われている都市間協力に係る事例を収集・分析した上で、その取り組みを各地に波及させるための
方策・課題について検討し、国土政策上における国際連携強化に資することを目的に行うものである。    本調
査業務の実施にあたっては、我が国と諸外国及び諸外国間の都市間協力の現状、都市間協力を促進するにあたっ
て地域住民、NPOが行っている取組に対する行政の支援の現状及び各実施主体間のネットワークの現状などにつ
いて広汎な知識及び豊富なデータを有している必要がある。さらに、諸外国の国土政策や経済状況などについて
も詳細に把握している必要がある。株式会社都市経済研究所は、「アジア・太平洋地域を中心とした国土基盤・
居住政策関連データの整備」（平成１４年度国土交通省国土計画局）、「国土情報データベース拡充のための海
外諸国情報の整備に関する調査」（平成１５年度国土交通省国土計画局）、「国土構造に与えるアジア・太平洋
地域を中心とした国別諸データの整備調査」（平成１４年度国土交通省国土計画局）、「大都市圏の持続可能性
に係る国連の対応に関する調査」（平成１５年度国土交通省国土計画局）、「平成１６年度東アジア経済圏との
物流・交流連携を促すソフト施策に関する調査」などを実施し、日本及び諸外国の都市・地域における都市間協
力の現状等について、広汎な知識及び豊富なデータを有している。以上により、株式会社都市経済研究所は、本
調査業務を効率的かつ効果的に実施できる唯一の機関である。従って、会計法第２９条の３第４項及び予決令第
１０２条の４第３号により随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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451
（株）電通東京都港区
東新橋１－８－１

平成１７年度国土計画への
多様な主体の参画に関する
検討業務

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月8日 15,000,000

これまでの国土計画は、開発を基調とした量的拡大を指向する「全国総合開発計画」を中心に展開されてきた
ところであるが、人口減少下の成熟社会に対応するため、「全国総合開発計画」に代えて新たに「国土形成計
画」を策定することとしたところである。国土形成計画（全国計画）については、平成１９年中頃までを目途
に策定することを予定しているところであるが、広く国土と国民生活の将来ビジョンを国民各層が共有するた
めには、計画づくりの過程からの多様な主体の参画が求められる。国土計画への参画を期待される主体として
は、地方公共団体や経済団体だけでなく、特定の分野で活躍するオピニオンリーダーたる有識者、街づくりや
環境・福祉などに取り組むNPO、その他一般国民各個人などが想定される。これらの主体に対して、レベルに
応じた効果的な広報手法を用いることによって、これらの多様な主体の国土計画への参画を可能とする仕組み
が求められる。本調査業務は、国土計画への多様な主体の参画を可能とする仕組みを構築するため、参画主体
それぞれに応じた効果的な広報手法を検討し、それを実施・検証することを目的に行うものである。本調査業
務の実施にあたっては、オピニオンリーダーとの意見交換、NPO団体との意見交換やインターネットを活用し
た不特定多数の国民に対するアンケート調査、全国地方紙新聞社連合会への議論喚起等国土計画の参画主体そ
れぞれに応じた効果的な広報手法について総合的な知見、広汎な知識及び豊富なデータを有している必要があ
る。さらに、対外的に効果のある広報手法についても熟知している必要がある。株式会社電通（以下「電
通」。）
は、「緊急防災フォーラム２００４」（平成１６年：国土交通省）業務において、全国の都道府県で防災啓発を
目的とし各県の有識者、政府関係者、コーディネーターを入れてシンポジウムを新聞社主催で実施するなど全
国レベルでのシンポジウム開催に実績があり、「若者人間力向上運動」（平成１７年：厚生労働省）においてイ
ンターネットを活用した広報手法についても実績があり、国土形成計画（全国計画）の策定にあたって多様な
参画主体それぞれに応じて行う効果的な広報手法について、総合的な知見、広汎な知識及び豊富なデータを有
している。さらに、電通は全国地方紙新聞社連合会の幹事をしており全国地方紙新聞社等を活用したメディア
報道等の対外的な広報手法についても熟知している。以上により、電通は、本調査業務を効率的かつ効果的に
実施できる唯一の機関である。従って、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随
意契約するものである。（会計法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

452

富士通（株）　東京都
港区東新橋１－５－
２・日本電子計算機
（株）　東京都千代田
区丸の内３－４－１

次期国土交通省国土計画局
電子計算機システム一式

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月1日 52,500,000 不落随契（会計法２９条の３第５項、予決令９９条の２） その他
随意契約によらざる
を得ないもの

453 山形県酒田市
平成１７年度地域政策
フォーラム（山形県酒田
市）

小神　正志
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月21日 1,620,035

本フォーラムは、国土政策に関する多角的な意見・情報の交換を行い、国及び地方公共団体等の相互の協力関係
を促進するとともに、地域の意向を国土づくり・地域づくりに反映させ、今後の国土政策の一層の推進に資する
ことを目的としている。併せて、全国総合開発計画「21世紀の国土のグランドデザイン」について、広く国民の
理解を深めるとともに、計画の効果的な推進についての意見交換を行うものである。昭和５７年から全国各地で
開催しており、平成１５年度は新潟県新井市及び岐阜県高山市に、平成１６年度は福岡県福岡市及び茨城県日立
市に委託しフォーラムを開催している。全国総合開発計画「２１世紀の国土のグランドデザイン」においては、
課題達成のための４つの戦略のための１つに「地域連携軸の展開」が提示されており、その中で、都市圏の連携
による地域の高次機能の充実と相互利用が掲げられている。また、４戦略と合わせて、計画実現に向けての必要
な取り組みとして「参加と連携」による国土づくりが掲げられており、個性的で魅力的な地域づくりを実現する
ためには多様な主体による取り組みが必要とされているところである。山形県酒田市に平成13年4月に公設民営
方式により設立された東北公益文科大学は、子供が子供らしく、人間が人間らしく生きることのできる時代を築
くため、資本と市場の原理や、中央や大都市本位の論理を、新しい公益原理によって検証し、公益と調和のとれ
るあり方を模索することを開学の大きな理念に掲げている。このため、｢開かれたキャンパスづくり｣、｢地域を
題材としたフィールドワーク｣や中心市街地の空き店舗を利用した｢さかた街なかキャンパス｣をはじめとした、
地域をフィールドとした活動により「公益まちづくり」の実践と研究を進めているところである。これらの活動
は、教職員・学生・地域住民等の多様な主体により行われており、「大学の活動」や「自治体の活動」といっ
た、個々の組織による活動を超越した「地域の活動」として定着している。以上のとおり、山形県酒田市では多
様な主体による独特の取り組みを行っており、他に類似した取り組みを行っている団体はないことから、同市と
随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

454
東京都個人タクシー協
同組合

一般乗用旅客自動車供給
一式

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月1日 18,986,950

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする東京都個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済
性、利便性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約す
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施
単価
契約



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所
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455 東京無線協同組合
一般乗用旅客自動車供給
一式

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月1日 2,084,500

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする東京都個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済
性、利便性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約す
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施
単価
契約

456 （株）リコ－
電子複写機の賃貸借及び保
守等

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月1日 1,954,929

本件については、賃貸借料金をより低廉に抑えるとともに、当該賃貸借物件の機能に関する熟練度を踏まえ、一
般競争入札にて平成１５年４月１日に賃貸借契約した機種を再々賃貸借使用するものである。また、上記相手方
は も当機種に対する専門知識を有し、故障時の保守管理体制が整備されている唯一の業者である。さらに、当
機種を再々賃貸借使用することにより環境負荷の低廉も可能である。よって、他に競合するものではなく、株式
会社リコーと随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

457 （株）リコ－
模写電送装置の賃貸借（Ｍ
Ｌ４６００）国土計画局

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月1日 648,648

模写電送装置の賃貸借の契約については、賃貸借料をより低廉に抑えるとともに、賃貸借物件の機能に対する習
熟度等を踏まえ、平成１６年度より一般競争入札にて賃貸借契約をした機種を引き続き再契約するものとする。
よって、他に競合するものではなく、上記模写電送装置の賃貸借を行っている株式会社リコーと随意契約をする
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

458
松下リース・クレジッ
ト（株）

模写電送装置の賃貸借
尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月1日 567,504

模写電送装置の賃貸借の契約については、賃貸借料をより低廉に抑えるとともに、賃貸借物件の機能に対する習
熟度等を踏まえ、平成１６年度より賃貸借契約をした機種を引き続き再契約するものとする。よって、他に競合
するものではなく、上記模写電送装置の賃貸借を行っている松下リース・クレジット（株）と随意契約をするも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

459 リコーリース（株）
パーソナルコンピューター
他賃貸借

尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月1日 258,300

パーソナルコンピューター外の賃貸借契約について、賃貸借料をより低廉に抑えるとともに、当該賃貸借物件の
機能に対する熟練度等を踏まえ、前年度賃貸借契約した機種を引き続き再度賃貸借使用するものである。よって
他に競合するものはなく、上記パーソナルコンピューター外の賃貸借を行っている（株）リコーリースと随意契
約するものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地が
あり

１８年度以降に於い
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

460
日経メディアマーケ
ティング（株）

日経テレコン２１
尾見　博武
国土計画局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月1日 1,762,543
日経メディアマーケティング株式会社は、日経テレコン２１の総代理店として、本業務で必要とされる販売権を
有する唯一の企業である。よって、本業務を円滑に遂行できる唯一の企業として、上記相手方を本業務の随意契
約先に選定するものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

461 西武運輸㈱ 書類等保管業務
小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月1日 3,460,275

本件については、省庁再編に伴い書類等を保管する場所を確保するため、平成１２年１２月２１日に上記業者と
随意契約したものであり、現在も書類等の保管場所がないため、引き続き借り上げを行っている。平成１７年度
についても継続使用しなければ、書類等の保管が困難であり、借り上げに当たっては、前業務の仕様等を熟知
し、本業務を適切かつ効率的に実施できる者は前業務の実施者に限定される。また、仮に業者交替により保管場
所が変更した場合、現在保管している書類の移動のための運搬費用等が必要となり、継続使用した方が経済的で
ある。よって、本業務を適切かつ効率的に実施することが可能な者は、西武運輸株式会社以外にない。以上の理
由により、西武運輸株式会社と随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より競
争入札を実施

462
センチュリー・リーシ
ング・システム㈱

土地総合情報システム関連
機器の賃貸借及び保守

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月1日 27,076,140

本業務について、平成１６年度に、政府調達に基づく一般競争入札を実施し、その結果、センチュリー・リーシ
ング・システム㈱が落札したところである。本システムを構成する機器及びソフトウェアは、当該業者において
設計、設定、調整を行ったものであり、点検等の保守業務を行うにあたって必須となる機器及びソフトウェアの
構成、機器設定の詳細について熟知し、かつ、障害の復旧を迅速に行えるのは上記業者のみであるため、本業務
を効率的かつ的確に実施できる唯一の業者である上記業者と契約する。（会計法第２９条の３第４項、政府調達
に関する協定第１５条第１項（ｄ））

見直しの余地が
あり

平成２０年度以降に
おいて当該事務・事
業を行わないもの
（平成２１年度より
国庫債務負担行為を
計上）

463
東京都個人タクシー協
同組合

一般乗用旅客自動車供給
一式

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月1日 7,004,150

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする東京都個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済
性、利便性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約す
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年度以降企
画競争を実施

単価
契約



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

464 東芝ソリューション㈱
平成17年度土地利用調整総
合支援ネットワークシステ
ム保守点検業務

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月1日 13,177,500

　土地利用調整総合支援ネットワークシステム（以下、｢LUCKY｣という。）のソフトウェアは、一部に独自開発
ソフトウェアを含んでおり、当該DB構築においては、汎用DBエンジンをLUCKY用にカスタマイズしている。その
ため、当該システムの保守管理を行うには、当該システムに対する深い知識が必要である。東芝ソリューション
（株）は、平成13年度にLUCKYを整備、平成14年度から平成16年度まで保守管理を行っているため、当該システ
ムに対する深い知識を有している。以上の通り、東芝ソリューション（株）は、LUCKYを適正に保守管理できる
唯一の業者である。よって、東芝ソリューション（株）と随意契約を締結するものである（会計法第29条の3第4
項）。

見直しの余地が
あり

平成１８年度より競
争入札を実施

465 富士通㈱
土地総合情報システムの運
用支援業務

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月1日 16,191,000

 
 本業務に関して、平成１６年度に政府調達に基づく一般競争入札を行い、その結果、富士通㈱が落札したとこ
ろである。本システムは、２４時間３６５日の運用を行うため、障害が発生した際には、国民の利用に支障が生
じないよう速やかに障害の原因を究明し、迅速かつ正確に復旧作業を行う必要がある。そのためには、長期の継
続したサポートから得られる経験・知識の蓄積を活用した障害・セキュリティ対応が不可欠である。また、利用
者からの問い合わせへの安定的・均質的な対応を図るためには、問い合わせへの対応を取りまとめ、代表的なも
のについて整理するなど、当該業務より得た経験・知識の蓄積を活用した対応が不可欠であるため、上記業者の
みが本業務を的確・継続的に実施できる業者である。以上の理由から、上記業者を契約の相手方として選定す
る。（会計法第２９条の３第４項、政府調達に関する協定第１５条第１項（ｄ））

見直しの余地が
あり

平成１９年度以降競
争入札を実施

466 みずほ情報総研㈱
平成17年度不動産鑑定士等
登録等管理システム保守サ
ポート業務

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月1日 1,825,950

本業務を実施するにあたっては、本システムを熟知していること及び保守・管理・サポートを行う技術的能力及
び体制を備えていることが必須条件である。みずほ情報総研（株）は、本システムの開発業者であり、上記要件
をすべて満たしており不動産鑑定士等に関する諸制度に対しての知識も豊富である。本業の実施が可能な業者は
みずほ情報総研（株）をおいて他にない。（会計法第２９条の３第４項）

問題があるもの
平成１８年度より競
争入札を実施

467 ㈱リコー
カラープリンター外１点の
賃貸借

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月1日 1,134,000

本件について、賃貸借料金をより低廉に抑えるとともに、当該賃貸借物件の機能に対する熟練度を踏まえ、予算
決算会計令第９９条第４号の規定により随意契約にて、IPSIOColor8100及びIPSIO SCAN3000DCEX、
IPSIOCX8200IPSIO及びIPSIOSCAN3000DCEXは平成１５年４月１日に、CX9000は平成１６年４月１日にそれぞれ賃
貸借契約した機種を引き続き賃貸借使用するものである。また、上記相手方は も当機種に対する専門知識を有
し、故障時の保守管理体制が整備されている唯一の業者である。さらに、当機種を引き続き賃貸借使用すること
により環境負荷の低廉も可能である。よって他に競合するものではなく、（株）リコーと随意契約を締結するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業を行わないもの
（平成１９年度より
国庫債務負担行為を
計上）
平成２０年度以降に
おいて当該事務・事
業を行わないもの
（平成２１年度より
国庫債務負担行為を
計上）

468 ㈱リコー
電子複写機（カラー）の賃
貸借、保守及び消耗品の供
給

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月1日 3,791,212

本件について、賃貸借料金をより低廉に抑えるとともに、当該賃貸借物件の機能に対する熟練度を踏まえ、一般
競争入札にて平成１６年４月１日に賃貸借契約した機種を再賃貸借使用するものである。また、上記相手方は
も当機種に対する専門知識を有し、故障時の保守管理体制が整備されている唯一の業者である。さらに、当機種
を再賃貸借使用することにより環境負荷の低廉も可能である。よって他に競合するものではなく、（株）リコー
と随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業を行わないもの
（平成１９年度より
国庫債務負担行為を
計上）

単価
契約

469 ㈱リコー 模写電送装置の賃貸借
小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月1日 1,272,600

本件について、賃貸借料金をより低廉に抑えるとともに、当該賃貸借物件の機能に対する熟練度を踏まえ、予算
決算会計令第９９条第４号の規定により随意契約にて、ML4600は平成１６年４月１日に、HL5500は平成１５年４
月１日にそれぞれ賃貸借契約した機種を引き続き賃貸借使用するものである。また、上記相手方は も当機種に
対する専門知識を有し、故障時の保守管理体制が整備されている唯一の業者である。さらに、当機種を引き続き
賃貸借使用することにより環境負荷の低廉も可能である。よって他に競合するものではなく、（株）リコーと随
意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１８年度以降に
おいて当該事務・事
業を行わないもの
（平成１９年度より
国庫債務負担行為を
計上）
平成２０年度以降に
おいて当該事務・事
業を行わないもの
（平成２１年度より
国庫債務負担行為を
計上）

470 ㈱リコー
電子複写機の賃貸借、保守
及び消耗品の供給

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月1日 1,690,657

本件について、賃貸借料金をより低廉に抑えるとともに、当該賃貸借物件の機能に対する熟練度を踏まえ、一般
競争入札にて平成１６年４月１日に賃貸借契約した機種を再賃貸借使用するものである。また、上記相手方は
も当機種に対する専門知識を有し、故障時の保守管理体制が整備されている唯一の業者である。さらに、当機種
を再賃貸借使用することにより環境負荷の低廉も可能である。よって他に競合するものではなく、（株）リコー
と随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成２０年度以降に
おいて当該事務・事
業を行わないもの
（平成２１年度より
国庫債務負担行為を
計上）

単価
契約



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

471
全国農業協同組合中央
会

平成17年度農住組合制度推
進業務

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月14日 7,791,000

　
本事業は、農住組合制度に関するJA職員等に対する研修会の実施、普及啓発資料の作成等を行うものであること
から、本事業の遂行に当たっては、農住組合制度、市街化区域内農地制度等に関する知識のみならず、それらの
制度に関するJAグループ等の取組の動向に関する知見、情報が要求される。全国農業協同組合は、ＪＡグループ
の全国組織であり、県下のＪＡ、連合会を会員として、会員の組織及び事業の指導、監査、教育などの事業活動
を行うほか、行政庁への建議を行う権能があることから、制度創設当初より各農住組合に対する各種の支援等を
行ってきており、農住組合制度に関する幅広い知識を有している。また、全国農業協同組合中央会は、市街化区
域内農地等の各組合員の資産保有状況に関する情報を有しており、これまで各農住組合の事務局として土地の整
序化事業等に携わってきており、本事業の実施に当たって必要十分な市街化区域内農地に関する知見を蓄積して
いる唯一の団体であることから、当該団体と随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争を実施

472 （独）統計センター
土地基本調査（世帯に係る
土地基本統計確報分）の結
果集計等業務

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月27日 785,619

本業務は「住宅・土地統計調査」の調査項目を熟知していなければ遂行が困難である。また指定統計調査票の統
計目的外使用承認を平成１７年１０月まで受けており、調査票の使用者の範囲が限定されている。以上のことか
ら、本調査の調査項目・集計内容等の詳細な知識と集計結果審査の妥当性を判断できる経験と能力を持ち、かつ
公表までの期限内で業務を遂行できる団体は他に存在しないため、当該団体と随意契約を行う。（会計法第29条
の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年度以降公
募を実施

473
日本郵政公社東京中央
郵便局通信事務セン
ター

後納郵便料
小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年5月9日 12,421,789 （会計法第２９条の３第４項） その他
随意契約によらざる
を得ないもの

474
（財）統計情報研究開
発センター

土地基本調査確報集計用復
元倍率（乗率）作成等業務

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年5月12日 14,953,785

結果分析、次回調査への標本設計にかかる研究と改善を行うにあたり、事後層別を適用した集計用復元倍率（上
率）作成、誤差評価手法、母集団整備、推計業務の企画・設計、統計的観点からの検証業務に優れた能力を持
ち、一層の効率的、経済的、かつ正確に業務を遂行することが確約されていると認められ、本業務を遂行できる
団体は他には存在しないため。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年度より公
募若しくは企画競争
に移行

475 （独）国立印刷局 表彰状用紙
小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年5月20日 25,550

本件仕様書においては、表彰状等が政府発行のものであること示すことを目的として、桐御紋のすき入り紙を用
いるものとしている。本件におけるすき入り紙については、すき入紙製造取締法（昭和２２年１２月４日法律第
１４９号）の規定により、政府又は政府の許可を受けた者以外の者が製造することは禁止されている。上記独立
行政法人国立印刷局は、本件仕様書に基づくすき入り用紙の製造を行うことができる唯一の事業者である。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

476 ㈱帝国データバンク
平成17年度企業の土地取得
状況等に関する調査対象名
簿作成業務

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年5月23日 3,847,179

同社が保有する法人情報には企業を特定するための識別コード（以下企業コードという。）採録数174万社分が
整備されており、本業務で実施する法人の倒産、解散、合併、名称変更などによる修正等を期限内に完了するた
めには、同社の企業コードをマッチングキーとして利用しなければ不可能である。また、同社の企業コードは官
界・産業界で統一管理コードとして幅広く普及しており、情報の信頼性が認められる。（会計法第29条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

477 （独）国立印刷局 表彰状用紙の印刷
小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年6月27日 12,775

本件仕様書においては、表彰状等が政府発行のものであること示すことを目的として、桐御紋のすき入り紙を用
いるものとしている。本件におけるすき入り紙については、すき入紙製造取締法（昭和２２年１２月４日法律第
１４９号）の規定により、政府又は政府の許可を受けた者以外の者が製造することは禁止されている。上記独立
行政法人国立印刷局は、本件仕様書に基づくすき入り用紙の製造を行うことができる唯一の事業者である。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

478 （独）国立印刷局
平成17年不動産鑑定士試験
第2次試験問題印刷業務

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月7日 1,400,580

不動産鑑定士試験は、国家資格試験という性質上、その問題印刷については印刷の遅延、盗難、漏洩等の事故を
未然にかつ確実に防ぐため守秘性、機密性及び安全性が極めて高く要求される。（独）国立印刷局は、国家資格
試験問題印刷業務についての長年の実績があり、試験問題の管理についての信頼性が高く、上記の条件を満たす
唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

479 （独）国立印刷局
平成17年版土地白書標準一
般化マーク付け（SGML化）
業務

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月11日 985,965
本業務は、土地白書をインターネットに掲載するためのＳＧＭＬ化業務である。本業務を実施するにあたって
は、短期にかつ効率的に行う必要があるため、土地白書の印刷に関する業務を取り扱っている（独）国立印刷局
との随意契約とする。（会計法第29条の３第４項）

その他
平成１８年度より企
画競争を実施

480 日本情報産業㈱
平成17年不動産鑑定士試験
第2次試験及び第3次試験申
込者データ作成等業務

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月11日 4,652,403

本業務を遂行するためには、国家資格試験という性格上、請負者がその試験のデータ処理及び分析までを厳重な
機密保持の体制の下、極めて短期間かつ正確に処理し、分析時においては過去の分析データを活用できる等の高
度な専門知識と豊富なノウハウ及び業務内容に熟知したスタッフを有することが必要である等、安全性、機密
性、確実性及び専門性が極めて高く要求される。同社は現在、本業務に係る受験者データの解析、得点状況の分
析等試験関係情報処理（過去のデータを活用した分析を含む）を も効率的に行うことが可能である唯一の業者
であり、過年度においても滞りなく業務を遂行している実績もある。（会計法第２９条の３第４項）

問題があるもの
平成１８年度より競
争入札を実施



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

481 掛川市森林組合
平成17年度山村境界保全事
業（静岡県）に関する業務

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月21日 11,550,000

本業務の実施に当たっては、山林の地形、林相、林齢、植林の状況、その他の地物等からの土地の配置及び境界
の確認調査、地方公共団体等関係機関からの協力、地元や地権者等からの協力が必要となる。掛川市森林組合
は、調査対象地域を含む区域内の森林の保続培養及び森林生産力の増進を図ることを目的としており、森林の管
理、整備及び管理計画の作成等を行うことを業務としている。そのため、同森林組合は、調査対象地域の森林に
おける土地の配置等の森林についての知見や森林調査、森林作業の経験など、他者では容易に持ち得ないノウハ
ウを有している。それとともに、調査対象地域内の森林の地権者のほとんどが組合員であること、若しくは、
かって組合員であったことから、地権者についての十分な情報をすでに有しており、地方公共団体等関係機関及
び当該地権者との協力体制を整え、密接に連絡調整をした上で、調査を行うことが可能である。こうしたことか
ら、同森林組合以外の者では、本業務の実施に必要な調査を的確かつ迅速に行うことが困難である。また、森林
組合は、国土調査法第２条第１項第３号、同法施行令第１条第４号において、地籍調査の実施主体となり得るこ
とが規定されているところである。したがって、本業務については、対象調査地域における唯一の森林組合であ
る掛川市森林組合以外に実施できる者がいないことから、同森林組合と随意契約を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年度より公
募を実施

482 香美森林組合
平成17年度山村境界保全事
業（高知県）に関する業務

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月21日 14,490,000

本業務の実施に当たっては、山林の地形、林相、林齢、植林の状況、その他の地物等からの土地の配置及び境界
の確認調査、地方公共団体等関係機関からの協力、地元や地権者等からの協力が必要となる。香美森林組合は、
調査対象地域を含む区域内の森林の保続培養及び森林生産力の増進を図ることを目的としており、森林の管理、
整備及び管理計画の作成等を行うことを業務としている。そのため、同森林組合は、調査対象地域の森林におけ
る土地の配置等の森林についての知見や森林調査、森林作業の経験など、他者では容易に持ち得ないノウハウを
有している。それとともに、調査対象地域内の森林の地権者のほとんどが組合員であること、若しくは、かって
組合員であったことから、地権者についての十分な情報をすでに有しており、地方公共団体等関係機関及び当該
地権者との協力体制を整え、密接に連絡調整をした上で、調査を行うことが可能である。こうしたことから、同
森林組合以外の者では、本業務の実施に必要な調査を的確かつ迅速に行うことが困難である。また、森林組合
は、国土調査法第２条第１項第３号、同法施行令第１条第４号において、地籍調査の実施主体となり得ることが
規定されているところである。したがって、本業務については、対象調査地域における唯一の森林組合である香
美森林組合以外に実施できる者がいないことから、同森林組合と随意契約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年度より公
募を実施

483 北信州森林組合
平成17年度山村境界保全事
業（長野県）に関する業務

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月21日 15,225,000

本業務の実施に当たっては、山林の地形、林相、林齢、植林の状況、その他の地物等からの土地の配置及び境界
の確認調査、地方公共団体等関係機関からの協力、地元や地権者等からの協力が必要となる。北信州森林組合
は、調査対象地域を含む区域内の森林の保続培養及び森林生産力の増進を図ることを目的としており、森林の管
理、整備及び管理計画の作成等を行うことを業務としている。そのため、同森林組合は、調査対象地域の森林に
おける土地の配置等の森林についての知見や森林調査、森林作業の経験など、他者では容易に持ち得ないノウハ
ウを有している。それとともに、調査対象地域内の森林の地権者のほとんどが組合員であること、若しくは、
かって組合員であったことから、地権者についての十分な情報をすでに有しており、地方公共団体等関係機関及
び当該地権者との協力体制を整え、密接に連絡調整をした上で、調査を行うことが可能である。こうしたことか
ら、同森林組合以外の者では、本業務の実施に必要な調査を的確かつ迅速に行うことが困難である。また、森林
組合は、国土調査法第２条第１項第３号、同法施行令第１条第４号において、地籍調査の実施主体となり得るこ
とが規定されているところである。したがって、本業務については、対象調査地域における唯一の森林組合であ
る北信州森林組合以外に実施できる者がいないことから、同森林組合と随意契約を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年度より公
募を実施

484 坂井森林組合
平成17年度山村境界保全事
業（福井県）に関する業務

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月21日 13,576,500

本業務の実施に当たっては、山林の地形、林相、林齢、植林の状況、その他の地物等からの土地の配置及び境界
の確認調査、地方公共団体等関係機関からの協力、地元や地権者等からの協力が必要となる。坂井森林組合は、
調査対象地域を含む区域内の森林の保続培養及び森林生産力の増進を図ることを目的としており、森林の管理、
整備及び管理計画の作成等を行うことを業務としている。そのため、同森林組合は、調査対象地域の森林におけ
る土地の配置等の森林についての知見や森林調査、森林作業の経験など、他者では容易に持ち得ないノウハウを
有している。それとともに、調査対象地域内の森林の地権者のほとんどが組合員であること、若しくは、かって
組合員であったことから、地権者についての十分な情報をすでに有しており、地方公共団体等関係機関及び当該
地権者との協力体制を整え、密接に連絡調整をした上で、調査を行うことが可能である。こうしたことから、同
森林組合以外の者では、本業務の実施に必要な調査を的確かつ迅速に行うことが困難である。また、森林組合
は、国土調査法第２条第１項第３号、同法施行令第１条第４号において、地籍調査の実施主体となり得ることが
規定されているところである。したがって、本業務については、対象調査地域における唯一の森林組合である坂
井森林組合以外に実施できる者がいないことから、同森林組合と随意契約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年度より公
募を実施
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485 大子町森林組合
平成17年度山村境界保全事
業（茨城県）に関する業務

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月21日 13,020,000

本業務の実施に当たっては、山林の地形、林相、林齢、植林の状況、その他の地物等からの土地の配置及び境界
の確認調査、地方公共団体等関係機関からの協力、地元や地権者等からの協力が必要となる。大子町森林組合
は、調査対象地域を含む区域内の森林の保続培養及び森林生産力の増進を図ることを目的としており、森林の管
理、整備及び管理計画の作成等を行うことを業務としている。そのため、同森林組合は、調査対象地域の森林に
おける土地の配置等の森林についての知見や森林調査、森林作業の経験など、他者では容易に持ち得ないノウハ
ウを有している。それとともに、調査対象地域内の森林の地権者のほとんどが組合員であること、若しくは、
かって組合員であったことから、地権者についての十分な情報をすでに有しており、地方公共団体等関係機関及
び当該地権者との協力体制を整え、密接に連絡調整をした上で、調査を行うことが可能である。こうしたことか
ら、同森林組合以外の者では、本業務の実施に必要な調査を的確かつ迅速に行うことが困難である。また、森林
組合は、国土調査法第２条第１項第３号、同法施行令第１条第４号において、地籍調査の実施主体となり得るこ
とが規定されているところである。したがって、本業務については、対象調査地域における唯一の森林組合であ
る大子町森林組合以外に実施できる者がいないことから、同森林組合と随意契約を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年度より公
募を実施

486 高津川森林組合
平成17年度山村境界保全事
業（島根県）に関する業務

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月21日 11,760,000

本業務の実施に当たっては、山林の地形、林相、林齢、植林の状況、その他の地物等からの土地の配置及び境界
の確認調査、地方公共団体等関係機関からの協力、地元や地権者等からの協力が必要となる。高津川森林組合
は、調査対象地域を含む区域内の森林の保続培養及び森林生産力の増進を図ることを目的としており、森林の管
理、整備及び管理計画の作成等を行うことを業務としている。そのため、同森林組合は、調査対象地域の森林に
おける土地の配置等の森林についての知見や森林調査、森林作業の経験など、他者では容易に持ち得ないノウハ
ウを有している。それとともに、調査対象地域内の森林の地権者のほとんどが組合員であること、若しくは、
かって組合員であったことから、地権者についての十分な情報をすでに有しており、地方公共団体等関係機関及
び当該地権者との協力体制を整え、密接に連絡調整をした上で、調査を行うことが可能である。こうしたことか
ら、同森林組合以外の者では、本業務の実施に必要な調査を的確かつ迅速に行うことが困難である。また、森林
組合は、国土調査法第２条第１項第３号、同法施行令第１条第４号において、地籍調査の実施主体となり得るこ
とが規定されているところである。したがって、本業務については、対象調査地域における唯一の森林組合であ
る高津川森林組合以外に実施できる者がいないことから、同森林組合と随意契約を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年度より公
募を実施

487
（財）福岡県中小企業
振興センター

平成17年不動産鑑定士試験
第2次試験会場の賃借（福
岡）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月22日 1,513,008

試験日程は毎年前年１２月に開催される土地鑑定委員会で決定されることとなっているが、１年前から試験の実
施を決定していても、実際の会場を借り上げる時には既に会場は埋まっている状況にある。仮に予約は可能だと
しても、受験者数の決定しないうちは会場の借り上げ手続きが行われないため、前払い金や取り消し手数料が発
生するが、今回契約を行おうとする相手方は、国土交通省の都合に合わせて会場を提供してくれる。また、国家
試験という性格から、安全・確実に試験を実施しなければならず、各会場とも利便性にすぐれ、特に公共交通機
関の利用により受験出来る会場でなければならない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年試験より
公募を実施

488
地方職員共済組合宮城
県支部

平成17年不動産鑑定士試験
第2次試験会場の賃借（宮
城）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月22日 602,910

試験日程は毎年前年１２月に開催される土地鑑定委員会で決定されることとなっているが、１年前から試験の実
施を決定していても、実際の会場を借り上げる時には既に会場は埋まっている状況にある。仮に予約は可能だと
しても、受験者数の決定しないうちは会場の借り上げ手続きが行われないため、前払い金や取り消し手数料が発
生するが、今回契約を行おうとする相手方は、国土交通省の都合に合わせて会場を提供してくれる。また、国家
試験という性格から、安全・確実に試験を実施しなければならず、各会場とも利便性にすぐれ、特に公共交通機
関の利用により受験出来る会場でなければならない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年試験より
公募を実施

489 名古屋商工会議所
平成17年不動産鑑定士試験
第2次試験会場の賃借（愛
知）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月22日 1,219,050

試験日程は毎年前年１２月に開催される土地鑑定委員会で決定されることとなっているが、１年前から試験の実
施を決定していても、実際の会場を借り上げる時には既に会場は埋まっている状況にある。仮に予約は可能だと
しても、受験者数の決定しないうちは会場の借り上げ手続きが行われないため、前払い金や取り消し手数料が発
生するが、今回契約を行おうとする相手方は、国土交通省の都合に合わせて会場を提供してくれる。また、国家
試験という性格から、安全・確実に試験を実施しなければならず、各会場とも利便性にすぐれ、特に公共交通機
関の利用により受験出来る会場でなければならない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年試験より
公募を実施

490
㈱河野総合経営システ
ム

平成17年不動産鑑定士試験
第2次試験会場の賃借（大
阪）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月22日 2,352,879

試験日程は毎年前年１２月に開催される土地鑑定委員会で決定されることとなっているが、１年前から試験の実
施を決定していても、実際の会場を借り上げる時には既に会場は埋まっている状況にある。仮に予約は可能だと
しても、受験者数の決定しないうちは会場の借り上げ手続きが行われないため、前払い金や取り消し手数料が発
生するが、今回契約を行おうとする相手方は、国土交通省の都合に合わせて会場を提供してくれる。また、国家
試験という性格から、安全・確実に試験を実施しなければならず、各会場とも利便性にすぐれ、特に公共交通機
関の利用により受験出来る会場でなければならない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年試験より
公募を実施

491 ㈱東京ビッグサイト
平成17年不動産鑑定士試験
第2次試験会場の賃借（東
京）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月22日 15,748,152

試験日程は毎年前年１２月に開催される土地鑑定委員会で決定されることとなっているが、１年前から試験の実
施を決定していても、実際の会場を借り上げる時には既に会場は埋まっている状況にある。仮に予約は可能だと
しても、受験者数の決定しないうちは会場の借り上げ手続きが行われないため、前払い金や取り消し手数料が発
生する。また、東京会場は全国でも特に受験者数も１，７５１名と多く、受験者を収容できる施設でなくてはな
らない。また、国家試験という性格から、安全・確実に試験を実施しなければならず、各会場とも利便性にすぐ
れ、特に公共交通機関の利用により受験出来る会場でなければならない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年試験より
公募を実施
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492
（社）愛知県公共嘱託
登記土地家屋調査士協
会

平成17年度都市再生街区基
本調査における地図整備業
務（愛知県西尾等地区）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月29日 14,128,000

本業務の実施にあたっては、登記簿の記述内容の理解と地図の特性を熟知しているとともに、地図修正に必要な
資料の適格な収集、土地異動の情報や不動産表示登記に係わる専門的能力を有し、かつ、相当の業務量を迅速･
適正に実施する組織体制が整備されている必要がある。公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、不動産表示登記に
関する調査等を行う土地家屋調査士の専門的能力を結集して、官公署等が行う当該調査等を適正かつ迅速に実施
することを目的として都道府県等ごとに設立された社団法人であり、多数の土地家屋調査士を有し組織的に本業
務を処理できる体制を有している。さらに、土地家屋調査士として行う日々の業務において、登記所の地図の状
況を十分に把握しているとともに、これまでにも多くの公図整備作業を行ってきた実績があり、本業務を実施し
うる十分な能力を備えている。したがって、本業務については、各公共嘱託登記土地家屋調査士協会以外に実施
できる者がいないことから、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業を行
わないもの

493
（社）茨城県公共嘱託
登記土地家屋調査士協
会

平成17年度都市再生街区基
本調査における地図整備業
務（茨城県結城等地区）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月29日 13,386,000

本業務の実施にあたっては、登記簿の記述内容の理解と地図の特性を熟知しているとともに、地図修正に必要な
資料の適格な収集、土地異動の情報や不動産表示登記に係わる専門的能力を有し、かつ、相当の業務量を迅速･
適正に実施する組織体制が整備されている必要がある。公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、不動産表示登記に
関する調査等を行う土地家屋調査士の専門的能力を結集して、官公署等が行う当該調査等を適正かつ迅速に実施
することを目的として都道府県等ごとに設立された社団法人であり、多数の土地家屋調査士を有し組織的に本業
務を処理できる体制を有している。さらに、土地家屋調査士として行う日々の業務において、登記所の地図の状
況を十分に把握しているとともに、これまでにも多くの公図整備作業を行ってきた実績があり、本業務を実施し
うる十分な能力を備えている。したがって、本業務については、各公共嘱託登記土地家屋調査士協会以外に実施
できる者がいないことから、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業を行
わないもの

494
（社）岩手県公共嘱託
登記土地家屋調査士協
会

平成17年度都市再生街区基
本調査における地図整備業
務（岩手県久慈等地区）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月29日 1,301,000

本業務の実施にあたっては、登記簿の記述内容の理解と地図の特性を熟知しているとともに、地図修正に必要な
資料の適格な収集、土地異動の情報や不動産表示登記に係わる専門的能力を有し、かつ、相当の業務量を迅速･
適正に実施する組織体制が整備されている必要がある。公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、不動産表示登記に
関する調査等を行う土地家屋調査士の専門的能力を結集して、官公署等が行う当該調査等を適正かつ迅速に実施
することを目的として都道府県等ごとに設立された社団法人であり、多数の土地家屋調査士を有し組織的に本業
務を処理できる体制を有している。さらに、土地家屋調査士として行う日々の業務において、登記所の地図の状
況を十分に把握しているとともに、これまでにも多くの公図整備作業を行ってきた実績があり、本業務を実施し
うる十分な能力を備えている。したがって、本業務については、各公共嘱託登記土地家屋調査士協会以外に実施
できる者がいないことから、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業を行
わないもの

495
（社）大阪公共嘱託登
記土地家屋調査士協会

平成17年度都市再生街区基
本調査における地図整備業
務（大阪府東大阪地区等地
区）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月29日 93,098,000

本業務の実施にあたっては、登記簿の記述内容の理解と地図の特性を熟知しているとともに、地図修正に必要な
資料の適格な収集、土地異動の情報や不動産表示登記に係わる専門的能力を有し、かつ、相当の業務量を迅速･
適正に実施する組織体制が整備されている必要がある。公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、不動産表示登記に
関する調査等を行う土地家屋調査士の専門的能力を結集して、官公署等が行う当該調査等を適正かつ迅速に実施
することを目的として都道府県等ごとに設立された社団法人であり、多数の土地家屋調査士を有し組織的に本業
務を処理できる体制を有している。さらに、土地家屋調査士として行う日々の業務において、登記所の地図の状
況を十分に把握しているとともに、これまでにも多くの公図整備作業を行ってきた実績があり、本業務を実施し
うる十分な能力を備えている。したがって、本業務については、各公共嘱託登記土地家屋調査士協会以外に実施
できる者がいないことから、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業を行
わないもの

496
（社）岡山県公共嘱託
登記土地家屋調査士協
会

平成17年度都市再生街区基
本調査における地図整備業
務（岡山県新見地区）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月29日 2,443,000

本業務の実施にあたっては、登記簿の記述内容の理解と地図の特性を熟知しているとともに、地図修正に必要な
資料の適格な収集、土地異動の情報や不動産表示登記に係わる専門的能力を有し、かつ、相当の業務量を迅速･
適正に実施する組織体制が整備されている必要がある。公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、不動産表示登記に
関する調査等を行う土地家屋調査士の専門的能力を結集して、官公署等が行う当該調査等を適正かつ迅速に実施
することを目的として都道府県等ごとに設立された社団法人であり、多数の土地家屋調査士を有し組織的に本業
務を処理できる体制を有している。さらに、土地家屋調査士として行う日々の業務において、登記所の地図の状
況を十分に把握しているとともに、これまでにも多くの公図整備作業を行ってきた実績があり、本業務を実施し
うる十分な能力を備えている。したがって、本業務については、各公共嘱託登記土地家屋調査士協会以外に実施
できる者がいないことから、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業を行
わないもの

497
（社）神奈川県公共嘱
託登記土地家屋調査士
協会

平成17年度都市再生街区基
本調査における地図整備業
務（神奈川県三浦等地区）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月29日 10,043,000

本業務の実施にあたっては、登記簿の記述内容の理解と地図の特性を熟知しているとともに、地図修正に必要な
資料の適格な収集、土地異動の情報や不動産表示登記に係わる専門的能力を有し、かつ、相当の業務量を迅速･
適正に実施する組織体制が整備されている必要がある。公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、不動産表示登記に
関する調査等を行う土地家屋調査士の専門的能力を結集して、官公署等が行う当該調査等を適正かつ迅速に実施
することを目的として都道府県等ごとに設立された社団法人であり、多数の土地家屋調査士を有し組織的に本業
務を処理できる体制を有している。さらに、土地家屋調査士として行う日々の業務において、登記所の地図の状
況を十分に把握しているとともに、これまでにも多くの公図整備作業を行ってきた実績があり、本業務を実施し
うる十分な能力を備えている。したがって、本業務については、各公共嘱託登記土地家屋調査士協会以外に実施
できる者がいないことから、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業を行
わないもの
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498
（社）群馬県公共嘱託
登記土地家屋調査士協
会

平成17年度都市再生街区基
本調査における地図整備業
務（群馬県館林地区）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月29日 5,102,000

本業務の実施にあたっては、登記簿の記述内容の理解と地図の特性を熟知しているとともに、地図修正に必要な
資料の適格な収集、土地異動の情報や不動産表示登記に係わる専門的能力を有し、かつ、相当の業務量を迅速･
適正に実施する組織体制が整備されている必要がある。公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、不動産表示登記に
関する調査等を行う土地家屋調査士の専門的能力を結集して、官公署等が行う当該調査等を適正かつ迅速に実施
することを目的として都道府県等ごとに設立された社団法人であり、多数の土地家屋調査士を有し組織的に本業
務を処理できる体制を有している。さらに、土地家屋調査士として行う日々の業務において、登記所の地図の状
況を十分に把握しているとともに、これまでにも多くの公図整備作業を行ってきた実績があり、本業務を実施し
うる十分な能力を備えている。したがって、本業務については、各公共嘱託登記土地家屋調査士協会以外に実施
できる者がいないことから、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業を行
わないもの

499
（社）埼玉公共嘱託登
記土地家屋調査士協会

平成17年度都市再生街区基
本調査における地図整備業
務（埼玉県東松山等地区）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月29日 46,771,000

本業務の実施にあたっては、登記簿の記述内容の理解と地図の特性を熟知しているとともに、地図修正に必要な
資料の適格な収集、土地異動の情報や不動産表示登記に係わる専門的能力を有し、かつ、相当の業務量を迅速･
適正に実施する組織体制が整備されている必要がある。公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、不動産表示登記に
関する調査等を行う土地家屋調査士の専門的能力を結集して、官公署等が行う当該調査等を適正かつ迅速に実施
することを目的として都道府県等ごとに設立された社団法人であり、多数の土地家屋調査士を有し組織的に本業
務を処理できる体制を有している。さらに、土地家屋調査士として行う日々の業務において、登記所の地図の状
況を十分に把握しているとともに、これまでにも多くの公図整備作業を行ってきた実績があり、本業務を実施し
うる十分な能力を備えている。したがって、本業務については、各公共嘱託登記土地家屋調査士協会以外に実施
できる者がいないことから、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業を行
わないもの

500
（社）札幌公共嘱託登
記土地家屋調査士協会

平成17年度都市再生街区基
本調査における地図整備業
務（北海道小樽等地区）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月29日 16,855,000

本業務の実施にあたっては、登記簿の記述内容の理解と地図の特性を熟知しているとともに、地図修正に必要な
資料の適格な収集、土地異動の情報や不動産表示登記に係わる専門的能力を有し、かつ、相当の業務量を迅速･
適正に実施する組織体制が整備されている必要がある。公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、不動産表示登記に
関する調査等を行う土地家屋調査士の専門的能力を結集して、官公署等が行う当該調査等を適正かつ迅速に実施
することを目的として都道府県等ごとに設立された社団法人であり、多数の土地家屋調査士を有し組織的に本業
務を処理できる体制を有している。さらに、土地家屋調査士として行う日々の業務において、登記所の地図の状
況を十分に把握しているとともに、これまでにも多くの公図整備作業を行ってきた実績があり、本業務を実施し
うる十分な能力を備えている。したがって、本業務については、各公共嘱託登記土地家屋調査士協会以外に実施
できる者がいないことから、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業を行
わないもの

501
（社）静岡県公共嘱託
登記土地家屋調査士協
会

平成17年度都市再生街区基
本調査における地図整備業
務（静岡県富士宮等地区）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月29日 27,283,000

本業務の実施にあたっては、登記簿の記述内容の理解と地図の特性を熟知しているとともに、地図修正に必要な
資料の適格な収集、土地異動の情報や不動産表示登記に係わる専門的能力を有し、かつ、相当の業務量を迅速･
適正に実施する組織体制が整備されている必要がある。公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、不動産表示登記に
関する調査等を行う土地家屋調査士の専門的能力を結集して、官公署等が行う当該調査等を適正かつ迅速に実施
することを目的として都道府県等ごとに設立された社団法人であり、多数の土地家屋調査士を有し組織的に本業
務を処理できる体制を有している。さらに、土地家屋調査士として行う日々の業務において、登記所の地図の状
況を十分に把握しているとともに、これまでにも多くの公図整備作業を行ってきた実績があり、本業務を実施し
うる十分な能力を備えている。したがって、本業務については、各公共嘱託登記土地家屋調査士協会以外に実施
できる者がいないことから、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業を行
わないもの

502
（社）千葉県公共嘱託
登記土地家屋調査士協
会

平成17年度都市再生街区基
本調査における地図整備業
務（千葉県東金等地区）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月29日 21,166,000

本業務の実施にあたっては、登記簿の記述内容の理解と地図の特性を熟知しているとともに、地図修正に必要な
資料の適格な収集、土地異動の情報や不動産表示登記に係わる専門的能力を有し、かつ、相当の業務量を迅速･
適正に実施する組織体制が整備されている必要がある。公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、不動産表示登記に
関する調査等を行う土地家屋調査士の専門的能力を結集して、官公署等が行う当該調査等を適正かつ迅速に実施
することを目的として都道府県等ごとに設立された社団法人であり、多数の土地家屋調査士を有し組織的に本業
務を処理できる体制を有している。さらに、土地家屋調査士として行う日々の業務において、登記所の地図の状
況を十分に把握しているとともに、これまでにも多くの公図整備作業を行ってきた実績があり、本業務を実施し
うる十分な能力を備えている。したがって、本業務については、各公共嘱託登記土地家屋調査士協会以外に実施
できる者がいないことから、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業を行
わないもの

503
（社）東京公共嘱託登
記土地家屋調査士協会

平成17年度都市再生街区基
本調査における地図整備業
務（東京都青梅等地区）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月29日 106,173,000

本業務の実施にあたっては、登記簿の記述内容の理解と地図の特性を熟知しているとともに、地図修正に必要な
資料の適格な収集、土地異動の情報や不動産表示登記に係わる専門的能力を有し、かつ、相当の業務量を迅速･
適正に実施する組織体制が整備されている必要がある。公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、不動産表示登記に
関する調査等を行う土地家屋調査士の専門的能力を結集して、官公署等が行う当該調査等を適正かつ迅速に実施
することを目的として都道府県等ごとに設立された社団法人であり、多数の土地家屋調査士を有し組織的に本業
務を処理できる体制を有している。さらに、土地家屋調査士として行う日々の業務において、登記所の地図の状
況を十分に把握しているとともに、これまでにも多くの公図整備作業を行ってきた実績があり、本業務を実施し
うる十分な能力を備えている。したがって、本業務については、各公共嘱託登記土地家屋調査士協会以外に実施
できる者がいないことから、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業を行
わないもの
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504
（社）栃木県公共嘱託
登記土地家屋調査士協
会

平成17年度都市再生街区基
本調査における地図整備業
務（栃木県鹿沼地区）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月29日 5,570,000

本業務の実施にあたっては、登記簿の記述内容の理解と地図の特性を熟知しているとともに、地図修正に必要な
資料の適格な収集、土地異動の情報や不動産表示登記に係わる専門的能力を有し、かつ、相当の業務量を迅速･
適正に実施する組織体制が整備されている必要がある。公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、不動産表示登記に
関する調査等を行う土地家屋調査士の専門的能力を結集して、官公署等が行う当該調査等を適正かつ迅速に実施
することを目的として都道府県等ごとに設立された社団法人であり、多数の土地家屋調査士を有し組織的に本業
務を処理できる体制を有している。さらに、土地家屋調査士として行う日々の業務において、登記所の地図の状
況を十分に把握しているとともに、これまでにも多くの公図整備作業を行ってきた実績があり、本業務を実施し
うる十分な能力を備えている。したがって、本業務については、各公共嘱託登記土地家屋調査士協会以外に実施
できる者がいないことから、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業を行
わないもの

505
（社）長野県公共嘱託
登記土地家屋調査士協
会

平成17年度都市再生街区基
本調査における地図整備業
務（長野県諏訪等地区）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月29日 17,501,000

本業務の実施にあたっては、登記簿の記述内容の理解と地図の特性を熟知しているとともに、地図修正に必要な
資料の適格な収集、土地異動の情報や不動産表示登記に係わる専門的能力を有し、かつ、相当の業務量を迅速･
適正に実施する組織体制が整備されている必要がある。公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、不動産表示登記に
関する調査等を行う土地家屋調査士の専門的能力を結集して、官公署等が行う当該調査等を適正かつ迅速に実施
することを目的として都道府県等ごとに設立された社団法人であり、多数の土地家屋調査士を有し組織的に本業
務を処理できる体制を有している。さらに、土地家屋調査士として行う日々の業務において、登記所の地図の状
況を十分に把握しているとともに、これまでにも多くの公図整備作業を行ってきた実績があり、本業務を実施し
うる十分な能力を備えている。したがって、本業務については、各公共嘱託登記土地家屋調査士協会以外に実施
できる者がいないことから、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業を行
わないもの

506
（社）新潟県公共嘱託
登記土地家屋調査士協
会

平成17年度都市再生街区基
本調査における地図整備業
務（新潟県糸魚川等地区）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月29日 20,155,000

本業務の実施にあたっては、登記簿の記述内容の理解と地図の特性を熟知しているとともに、地図修正に必要な
資料の適格な収集、土地異動の情報や不動産表示登記に係わる専門的能力を有し、かつ、相当の業務量を迅速･
適正に実施する組織体制が整備されている必要がある。公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、不動産表示登記に
関する調査等を行う土地家屋調査士の専門的能力を結集して、官公署等が行う当該調査等を適正かつ迅速に実施
することを目的として都道府県等ごとに設立された社団法人であり、多数の土地家屋調査士を有し組織的に本業
務を処理できる体制を有している。さらに、土地家屋調査士として行う日々の業務において、登記所の地図の状
況を十分に把握しているとともに、これまでにも多くの公図整備作業を行ってきた実績があり、本業務を実施し
うる十分な能力を備えている。したがって、本業務については、各公共嘱託登記土地家屋調査士協会以外に実施
できる者がいないことから、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業を行
わないもの

507
（社）兵庫県公共嘱託
登記土地家屋調査士協
会

平成17年度都市再生街区基
本調査における地図整備業
務（兵庫県篠山等地区）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月29日 21,745,000

本業務の実施にあたっては、登記簿の記述内容の理解と地図の特性を熟知しているとともに、地図修正に必要な
資料の適格な収集、土地異動の情報や不動産表示登記に係わる専門的能力を有し、かつ、相当の業務量を迅速･
適正に実施する組織体制が整備されている必要がある。公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、不動産表示登記に
関する調査等を行う土地家屋調査士の専門的能力を結集して、官公署等が行う当該調査等を適正かつ迅速に実施
することを目的として都道府県等ごとに設立された社団法人であり、多数の土地家屋調査士を有し組織的に本業
務を処理できる体制を有している。さらに、土地家屋調査士として行う日々の業務において、登記所の地図の状
況を十分に把握しているとともに、これまでにも多くの公図整備作業を行ってきた実績があり、本業務を実施し
うる十分な能力を備えている。したがって、本業務については、各公共嘱託登記土地家屋調査士協会以外に実施
できる者がいないことから、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業を行
わないもの

508
（社）福岡県公共嘱託
登記土地家屋調査士協
会

平成17年度都市再生街区基
本調査における地図整備業
務（福岡県柳川等地区）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月29日 3,082,000

本業務の実施にあたっては、登記簿の記述内容の理解と地図の特性を熟知しているとともに、地図修正に必要な
資料の適格な収集、土地異動の情報や不動産表示登記に係わる専門的能力を有し、かつ、相当の業務量を迅速･
適正に実施する組織体制が整備されている必要がある。公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、不動産表示登記に
関する調査等を行う土地家屋調査士の専門的能力を結集して、官公署等が行う当該調査等を適正かつ迅速に実施
することを目的として都道府県等ごとに設立された社団法人であり、多数の土地家屋調査士を有し組織的に本業
務を処理できる体制を有している。さらに、土地家屋調査士として行う日々の業務において、登記所の地図の状
況を十分に把握しているとともに、これまでにも多くの公図整備作業を行ってきた実績があり、本業務を実施し
うる十分な能力を備えている。したがって、本業務については、各公共嘱託登記土地家屋調査士協会以外に実施
できる者がいないことから、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業を行
わないもの

509
（社）三重県公共嘱託
登記土地家屋調査士協
会

平成17年度都市再生街区基
本調査における地図整備業
務（三重県松坂等地区）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月29日 10,078,000

本業務の実施にあたっては、登記簿の記述内容の理解と地図の特性を熟知しているとともに、地図修正に必要な
資料の適格な収集、土地異動の情報や不動産表示登記に係わる専門的能力を有し、かつ、相当の業務量を迅速･
適正に実施する組織体制が整備されている必要がある。公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、不動産表示登記に
関する調査等を行う土地家屋調査士の専門的能力を結集して、官公署等が行う当該調査等を適正かつ迅速に実施
することを目的として都道府県等ごとに設立された社団法人であり、多数の土地家屋調査士を有し組織的に本業
務を処理できる体制を有している。さらに、土地家屋調査士として行う日々の業務において、登記所の地図の状
況を十分に把握しているとともに、これまでにも多くの公図整備作業を行ってきた実績があり、本業務を実施し
うる十分な能力を備えている。したがって、本業務については、各公共嘱託登記土地家屋調査士協会以外に実施
できる者がいないことから、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業を行
わないもの
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510
（社）山形県公共嘱託
登記土地家屋調査士協
会

平成17年度都市再生街区基
本調査における地図整備業
務（山形県南陽等地区）

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月29日 2,373,000

本業務の実施にあたっては、登記簿の記述内容の理解と地図の特性を熟知しているとともに、地図修正に必要な
資料の適格な収集、土地異動の情報や不動産表示登記に係わる専門的能力を有し、かつ、相当の業務量を迅速･
適正に実施する組織体制が整備されている必要がある。公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、不動産表示登記に
関する調査等を行う土地家屋調査士の専門的能力を結集して、官公署等が行う当該調査等を適正かつ迅速に実施
することを目的として都道府県等ごとに設立された社団法人であり、多数の土地家屋調査士を有し組織的に本業
務を処理できる体制を有している。さらに、土地家屋調査士として行う日々の業務において、登記所の地図の状
況を十分に把握しているとともに、これまでにも多くの公図整備作業を行ってきた実績があり、本業務を実施し
うる十分な能力を備えている。したがって、本業務については、各公共嘱託登記土地家屋調査士協会以外に実施
できる者がいないことから、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業を行
わないもの

511
新潟県土地改良事業団
団体連合会

平成17年度山村地域におけ
る地籍調査推進支援検討業
務

小神　正志
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年8月10日 9,649,500

本業務の実施に当たって、業務の実施機関は、①地籍調査について十分な知識と地籍調査の実施能力を有するこ
と、②新潟県内の土地の配置や境界確認に精通していること、③地方公共団体等関係機関からの協力と地元や地
権者等からの協力を十分得られることが必要となる。新潟県土地改良事業団体連合会は、土地改良事業を行う土
地改良区、同連合、市町村、農協を会員とする法人組織であり、前述の③の内容を満足するものである。また、
同連合会は、これまで新潟県内のほ場整備等の区画整理で、換地業務の大半を受託してきた実績があり、境界測
量や地籍確認における法務局との調整を始め、確定測量などの業務を通じて国土調査法第19条５項指定の際の申
請資料を作成するなど、他者では容易に持ち得ない卓越した地籍調査のノウハウを有していることから、前述の
①及び②の内容を満足するものである。こうしたことから、同土地改良事業団体連合会以外の者では、本業務を
的確かつ迅速に行うことが困難である。したがって、本業務の実施に当たっては、地籍調査について十分な知識
と調査実施能力を有し、新潟県内の土地の配置や境界確認に精通し、地方公共団体等関係機関からの協力と地元
や地権者等からの協力が十分得られる唯一の団体である新潟県土地改良事業団体連合会と随意契約を行うもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業を行
わないもの

512 ㈱都市環境研究所
遊休土地の実態分析及び制
度検証のための基礎的調査

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月28日 28,350,000

本調査は、国土利用計画法の規定に基づく全国の遊休土地を対象に、アンケート・ヒアリング調査による詳細な
実態把握と遊休化の要因分析を行い、利用促進事例等の収集、従来の即地的な開発型の土地利用にとらわれない
活用方策の検討を行うものであり、遂行にあたり、低・未利用地に係る利用転換・計画策定の幅広い知見から多
様な活用方策を導く能力を有していることが要求される。株式会社都市環境研究所は、「低・未利用地有効活用
促進臨時緊急調査」（平成11年度国土交通省委託調査）のほか、他機関においても同種の調査研究を多数手掛け
ており、低・未利用地の実態調査と利用転換に係る計画策定に精通した研究員を有し、必要不可欠な低・未利用
地に関する広範な経験と知見を豊富に有している。また、当該研究所は平成16年度国土交通省委託調査におい
て、的確かつ効果的なアンケート・ヒアリング調査の実施と調査結果の分析を行った実績を有している。以上よ
り、株式会社都市環境研究所は、調査研究の体制、研究員の業務経歴、過去の関連調査の実績から、本調査を
も効率的かつ効果的に実施することができる機関であるため、株式会社都市環境研究所と随意契約を締結するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
18年度以降において
当該事務・事業を行
わないもの

513
東京都個人タクシー協
同組合

一般乗用旅客自動車供給
一式

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月1日 11,262,220

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする東京都個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済
性、利便性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約す
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年度以降企
画競争を実施

単価
契約

514 ㈱計画技術研究所
土地利用に関する計画の評
価手法に関する調査研究

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月11日 15,750,000

本業務は、市町村における土地利用に関する計画について、社会経済情勢の変化等を踏まえつつ、計画を客観的
に評価するために必要な指標の検討を行うものであり、市町村が策定する土地利用に関する計画についての幅広
い知見と豊富な経験が必要となる。株式会社計画技術研究所は「宮原町土地利用調整基本計画」や「足助町地区
土地利用調整計画」等、これまで数多くの土地利用に関する計画の策定に携わるなど、市町村における計画策定
とその問題等に対して専門的な知識と経験を有している。また、平成１５年度及び１６年度においては、平成９
年度に策定された「鎌倉市都市計画マスタープラン」の評価・検討を実施しており、計画の評価・見直しに関す
る技術とノウハウも充分に有している。本業務においては、都市計画マスタープランなど他の各種計画で利用さ
れている指標や評価手法などを参考としつつ、計画策定から一定期間が経過した計画について、その達成度及び
妥当性を客観的に評価するために必要な指標の検討を行うこととしていることから、本業務を効率的かつ効果的
に実施するためには、株式会社計画技術研究所が有しているこの技術とノウハウを活用する必要がある。　よっ
て、本業務については、株式会社計画技術研究所と随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４
号）

その他

平成17年度に実施し
たプロポーザル方式
は平成18年度の調査
内容も念頭に置いた
ものであるため、平
成17年度のプロポー
ザル方式で特定した
相手と随意契約を実
施
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515 （社）中央調査社
平成１７年度土地問題に関
する国民の意識調査

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月17日 11,004,000

本調査は、国民の土地の資産としての有利性に関する意識、土地取引や土地利用に関する意識など、土地問題に
対する意識に変化がみられる状況の中で、国民の土地利用に対するニーズを迅速かつ的確に捉え、今後の土地政
策の企画・立案の基礎資料として活用するため実施するものである。実施するにあたり、どのような個人がどの
ような意識を有しているかを正確に調査するためのものであることから、調査対象者本人の回答であることを確
保するとともに、回収率を向上させるため、全国で同時期に調査員が、対象者宅を個別に訪問して、面接による
個別調査を行う必要がある。（社）中央調査社は、長年にわたり総理府をはじめとした中央官庁・地方自治体等
が実施する全国規模の世論調査や民間企業における各種マーケティングのための市場調査など、全国規模での調
査客体に対する個別面接聴取法による調査を手がけている。よって、本調査における全国的な個別面接聴取法に
よるアンケート調査を効率的かつ経済的に実施するため、本調査の請負契約については、（社）中央調査社に対
する随意契約とする。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争を実施

516 （独）国立印刷局
平成17年不動産鑑定士試験
第３試験問題印刷業務

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月7日 1,399,800

不動産鑑定士試験は、国家資格試験という性質上、その問題印刷については印刷の遅延、盗難、漏洩等の事故を
未然にかつ確実に防ぐため守秘性、機密性及び安全性が極めて高く要求される。（独）国立印刷局は、国家資格
試験問題印刷業務についての長年の実績があり、試験問題の管理についての信頼性が高く、上記の条件を満たす
唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

517
㈱生駒データサービス
システム

平成１７年度不動産証券化
市場の拡大とその影響に関
する調査

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月11日 15,015,000

本調査は、急速に拡大が進む不動産証券化市場について、その現状を定量的に把握するとともに、賃貸オフィス
市場を中心とする不動産市場に与える影響等を把握することにより、今後の土地政策の企画・立案の基礎資料と
して活用するため実施するものである。実施にあたっては、不動産証券化市場に対する専門的な知識、データ、
経験等が必要であるだけでなく、不動産市場に対する影響分析を行うためには、各種不動産市場に関する知識、
データ、経験等の蓄積も必要である。（株）生駒データサービスシステムは、独自に「不動産白書」を出版する
など、賃貸オフィス市場を中心に不動産市場全般に関する調査研究についての蓄積があるばかりでなく、不動産
証券化分野についても専門的な知見を蓄積しているところである。よって、本調査の請負契約については、
（株）生駒データサービスシステムに対する随意契約とする。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業を行
わないもの

518 ㈱計画技術研究所
人口構造の変化と住宅系を
中心とした土地利用に関す
る調査

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月11日 16,380,000

本調査は、人口構造の変化が住宅系を中心とした土地利用に与える影響について、既存統計等を活用して、分析
するとともに、近年の住宅市場動向に関する動きを整理することにより、今後の土地政策の企画・立案の基礎資
料として活用するために実施するものである。実施にあたっては、土地市場全般に関連する各種市場に対するマ
クロ的な専門知識、データ、経験等が必要であるだけでなく、人口動態や住宅・宅地市場に対する深い知見が求
められる。（株）計画技術研究所は、土地市場関連の知識、経験を有するだけでなく、住宅やまちづくりに関す
る各種調査研究を、国・地方公共機関等から数多く受託するなど、住宅・宅地市場に関する知識、経験を有して
いる。当研究所に蓄積された各種データを活用し、本調査を効率的かつ効果的に実施するため、本調査の請負契
約については、（株）計画技術研究所に対する随意契約とする。（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業を行
わないもの

519 ㈱三菱総合研究所
土地市場の個別化傾向の実
態把握調査

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月11日 19,740,000

本調査は、人口構造や経済構造など我が国の社会経済状況が大きく変化し、土地市場が構造的に変化する中、市
場動向が個別化している実態を把握することにより、今後の土地政策の企画・立案の基礎資料として活用するた
めに実施するものである。実施にあたっては、土地に関連する各種市場に対するマクロ的な専門知識、データ、
経験等が必要であるだけでなく、各地域における社会経済状況にも精通している必要がある。（株）三菱総合研
究所は、土地市場全般に関する調査研究についての蓄積があるばかりでなく、各方面の社会経済に関する調査研
究を行っており、また、日本全国の各自治体から地域活性化に関する調査研究を数多く請け負っているなど、非
常に優れた実績及び調査体制を有している。当研究所に蓄積された各種データを活用し、本調査を効率的かつ効
果的に実施するため、本調査の請負契約については、（株）三菱総合研究所に対する随意契約とする。（会計法
第29条の３第４項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業を行
わないもの

520
ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ
税理士法人中央青山

不動産投資市場に係る税制
等調査業務

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年1月16日 5,040,000

本調査業務は、良質な不動産ストックの形成や土地利用の再編・再生を促進し、不動産市場と資本市場の継続的
かつ安定的な資金循環の構築を図るため、不動産投資市場に係る税制及び会計制度の現状について分析し、その
課題について検討を行うものである。したがって、本調査業務を遂行するためには、税制及び会計制度について
専門的な知識が必要であるとともに、急速に市場が拡大しファンド組成手法が複雑化する中、豊富な先進的事例
の取扱い経験及び高度な知見が必要である。プライスウォーターハウスクーパース税理士法人中央青山は、我が
国に不動産証券化手法が登場した頃より不動産投資市場に係る会計・税務に携わっており、豊富な経験と高度な
知見を有している税理士法人である。特に、J-REITにおいては、現在上場している多くの企業の税務アドバイ
ザーに就任する等、J-REIT特有の会計・税務問題に関して、豊富な経験に基づく 新の情報を有している。ま
た、本調査業務の請負先の選定に際し、同税理士法人は、社団法人投資信託協会より本調査業務を効率的かつ適
切に遂行できる業者として推薦を得ている。以上のことから、本調査業務の遂行に当たっては、プライスウォー
ターハウスクーパース税理士法人中央青山が も適切かつ効率的に実施できる機関であることから、同法人と随
意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

521 （独）国立印刷局 平成１８年地価公示書
阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成18年2月23日 10,656,000

当該図書の印刷に際しては、一般の土地取引価格に指標を与える役割を担う公示価格等のデータを官報公示日前
に処理するため、守秘性、機密性及び安全性が高度に要求され、データ管理には細心の注意が必要となる。 ま
た、地価公示の標準地数は３１，２３０地点と膨大であり、各地点の版下の作成から印刷までおよそ１ヶ月と非
常に短期間であるが、当法人は、印刷に必要な官報原稿の版下を有しているため、本印刷業務を効率的かつ短期
間で行うことができる。よって、平成１８年地価公示書の印刷業務を遂行できるのは、独立行政法人国立印刷局
のみである。(会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

その他（平成１８年
度より公募等に移
行）

522 静岡県
平成１７年度地籍調査着手
推進事業（静岡県）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年8月24日 1,900,000
地籍調査実施市町村の少ない都道府県において、未着手及び休止市町村を地籍調査着手へと導くため、地元の特
殊事情や独自の政策等を考慮した広報活動を行う必要があることから、より地元事情に精通し、かつ独自の施策
と連携可能な団体である都道府県と随意契約を行うものである。(会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

523 岐阜県
平成１７年度地籍調査着手
推進事業（岐阜県）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年8月24日 1,600,000
地籍調査実施市町村の少ない都道府県において、未着手及び休止市町村を地籍調査着手へと導くため、地元の特
殊事情や独自の政策等を考慮した広報活動を行う必要があることから、より地元事情に精通し、かつ独自の施策
と連携可能な団体である都道府県と随意契約を行うものである。(会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

524 大阪府
平成１７年度地籍調査着手
推進事業（大阪府）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月14日 2,100,000
地籍調査実施市町村の少ない都道府県において、未着手及び休止市町村を地籍調査着手へと導くため、地元の特
殊事情や独自の政策等を考慮した広報活動を行う必要があることから、より地元事情に精通し、かつ独自の施策
と連携可能な団体である都道府県と随意契約を行うものである。(会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

525 福井県
平成１７年度地籍調査着手
推進事業（福井県）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月14日 2,900,000
地籍調査実施市町村の少ない都道府県において、未着手及び休止市町村を地籍調査着手へと導くため、地元の特
殊事情や独自の政策等を考慮した広報活動を行う必要があることから、より地元事情に精通し、かつ独自の施策
と連携可能な団体である都道府県と随意契約を行うものである。(会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

526 石川県
平成１７年度地籍調査着手
推進事業（石川県）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月14日 2,902,000
地籍調査実施市町村の少ない都道府県において、未着手及び休止市町村を地籍調査着手へと導くため、地元の特
殊事情や独自の政策等を考慮した広報活動を行う必要があることから、より地元事情に精通し、かつ独自の施策
と連携可能な団体である都道府県と随意契約を行うものである。(会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

527 新潟県
平成１７年度地籍調査着手
推進事業（新潟県）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月29日 1,600,000
地籍調査実施市町村の少ない都道府県において、未着手及び休止市町村を地籍調査着手へと導くため、地元の特
殊事情や独自の政策等を考慮した広報活動を行う必要があることから、より地元事情に精通し、かつ独自の施策
と連携可能な団体である都道府県と随意契約を行うものである。(会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

528 新潟県
平成１７年度地籍調査着手
推進事業（新潟県）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月9日 1,400,000
地籍調査実施市町村の少ない都道府県において、未着手及び休止市町村を地籍調査着手へと導くため、地元の特
殊事情や独自の政策等を考慮した広報活動を行う必要があることから、より地元事情に精通し、かつ独自の施策
と連携可能な団体である都道府県と随意契約を行うものである。(会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

529 京都府
平成１７年度地籍調査着手
推進事業（京都府）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月9日 1,500,000
地籍調査実施市町村の少ない都道府県において、未着手及び休止市町村を地籍調査着手へと導くため、地元の特
殊事情や独自の政策等を考慮した広報活動を行う必要があることから、より地元事情に精通し、かつ独自の施策
と連携可能な団体である都道府県と随意契約を行うものである。(会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

530 大分県
平成１７年度地籍調査着手
推進事業（大分県）

阿部　健
土地・水資源局
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月9日 1,500,000
地籍調査実施市町村の少ない都道府県において、未着手及び休止市町村を地籍調査着手へと導くため、地元の特
殊事情や独自の政策等を考慮した広報活動を行う必要があることから、より地元事情に精通し、かつ独自の施策
と連携可能な団体である都道府県と随意契約を行うものである。(会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

531
東京都個人タクシー協
同組合

一般乗用旅客自動車供給
一式

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年4月1日 1,595,840

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする東京都個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済
性、利便性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約す
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降企画競
争を実施

単価
契約



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

532
パシフィックコンサル
タンツ㈱

平成１７年度流域一体化に
よる水源地域活性化促進調
査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年5月13日 23,849,700

本委託の業務内容は、水源地域対策特別措置法第14条の定めるところにより実施する水源地域の活性化の一層の
促進を図るため、流域住民が一体となって水源地域の活性化を促進する際の仕組みづくりのために必要な調査で
ある。本調査の業務内容は、それぞれ条件の異なる３つの調査対象地域について、これまで行われてきた活性化
のための取り組み状況を分析し、流域一体化のための実効性のある方策について調査・検討するとともに、これ
らを踏まえつつ流域一体化に向けた具体的な手法について提案し、地域の住民･行政などの理解と協力を得なが
ら、地域の自らの力による流域一体化に至るまでのプロセス、流域一体化の効果、流域一体化促進のための組織
形成などについて調査・分析するといった特殊な業務である。パシフィックコンサルタンツ株式会社は、水源地
域というダム建設によって利益を受ける下流都市部の受益者に対する不公平感が根強く残っている極めて特殊な
地域条件の下で、水源地域と下流地域の意識調査を実施するなど、上下流交流等に係る業務に従来から取り組ん
できた実績があり、専門的な知識・経験を有する複数の調査員により水源地域と下流受益地域における信頼関係
に基づく実践的な調査手法を確立してきたところである。昨年度に実施した本調査についても、同社の受託に
よって、流域一体による水源地域の活性化促進に向けた具体的な成果を挙げており、同社が本調査を実行する上
で、具体的かつ実践的な手法を有していることは実証済みである。また、本調査は平成16年度から３年間の予定
で実施するものであるが、昨年度の本調査の成果を十二分に踏まえた上で新年度直後から迅速に調査に着手する
必要があることから、昨年度の調査実績がある同社において本調査を実施することが、調査対象地の関係者との
信頼関係を保持し、本調査を円滑に実施する上で不可欠である。したがって、同社は、当該調査を円滑かつ確実
に実施し得る唯一の業者であると認められることから、本調査においては同社と随意契約を結ぶものとする。
（会計法第２９条３の第４項）

その他
プロポーザル方式に
よる継続

533
㈱日本能率協会総合研
究所

平成１７年度水源地域活性
化対策調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年5月27日 18,320,000

調査は、水源地域対策特別措置法第14条の定めるところにより実施する水源地域の活性化に資するために必要な
調査である。本調査の業務内容は、ダムの建設によって影響を受ける水源地域の活性化を図るため、地域活性化
の資源が少なく活性化が難しい水源地域において、長期的な視野から活性化方策を提案し、また、他の類似した
環境にある水源地域の活性化を図るための先例事例を提供するものであり、さらに、地域活性化の成果をもって
水源地域の住民等にダム建設への理解を深めさせるという特殊な業務である。　株式会社日本能率協会総合研究
所は、過疎化・高齢化の進行した地域資源に乏しい水源地域やダム周辺地域やこれらと類似した中山間地域にお
ける活性化業務に取り組んできた実績があり、水源地域活性化に向けた専門的見地に基づく提案を従来から実施
するなど、ダム周辺地域における活性化調査の実績・ノウハウを豊富に持っている会社である。　これらの調査
の実施にあたっては、ダム建設により移転を強いられた方々とそれ以外の方々の間に存するダムに対する意識の
違いや両者の微妙な関係に充分な注意を払いつつ、地元地域の関係者間の信頼関係を醸成するとともに、これら
関係者と確固たる信頼関係を築きあげることが不可欠であるが、同社は、全国各地の数多くの水源地域における
これまでの活性化調査業務で培った専門的な知識や豊富な経験を有しており、このような信頼関係を勝ち得るこ
とが可能である。実際、昨年度に実施した本調査についても、同社の受託によって、信頼関係を基盤としたアド
バイスや支援等を地元関係者や地域活性化を担う組織に提供することにより、水源地域の活性化に向けた的確か
つ具体的な成果を挙げており、水源地域を含めた山間地等の地域活性化の難しい地域において本調査を実行する
上で、同社が具体かつ実践的な手法を有していることは実証済みである。　また、本調査において実施すること
としている水源地域の活性化のためには、地域活動に係る準備や実行体制を早急に整備する必要があることか
ら、昨年度の調査実績がある同社において本調査を実施することが、調査対象地の関係者との信頼関係を保持
し、本調査を円滑に実施する上で不可欠である。したがって、同社は、本調査を円滑かつ確実に実施し得る唯一
の業者であると認められることから、本調査においては同社と随意契約を結ぶものである。（会計法第２９条３
の第４項）

その他
プロポーザル方式に
よる継続

534 （独）国立印刷局
平成１７年版　日本の水資
源

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年5月31日 3,562,280

本業務は、今後の水資源行政の基礎資料とするとともに、広く国民に水資源の実態を理解してもらうために、我
が国の水需給や水資源開発の現況、今後早急に対応すべき水資源に関わる課題等について総合的に取りまとめた
「平成17年版日本の水資源」（以下、「本書」という。）を作成するものであり、発注者が提供するデータを基
に、幅広い読み手に分かりやすいグラフ、図表を作成するとともに、これらと本文等を適切に配置する等の紙面
構成を行った上で印刷製本するものである。本業務の実施にあたっては、本書が国土交通省土地・水資源局水資
源部が作成し毎年8月第1週の「水の週間」に公表している年次報告書であり、関係各省庁および機関の調査結果
等を基に作成されていることから関係者に対する意見紹介、調整が不可欠である上、本書の公表時期が定まって
いることから、関係各省庁および機関から各種データ等の提供に先だって本業務を進行させざるを得ず、本書の
作成課程においては加筆修正が繰り返し生じることとなり、これに迅速かつ確実に対応することが求められる。
独立行政法人国立印刷局は、平成15年4月より組織改革された独立行政法人であるが、旧財務省印刷局時より白
書等行政資料に関する印刷業務等を数多く取り扱っており、作成の過程において加筆修正が繰り返し生じるとい
う行政による年次報告書特有の作成業務に精通し対応に習熟している。さらに独立行政法人国立印刷局は昭和58
年度より本書の作成業務を手がけており、本書第二編及び参考資料に多数掲載予定の水資源統計に係る図表等の
作成に関する豊富な知見を有しているおり、本業務を短期間で確実にかつ経済的に遂行可能な唯一の機関であ
る。従って、本業務の実施にあたって必要となる特定の能力を有する条件を満たす者は同機関をおいて他にない
ことから同印刷局と随意契約とする。（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度から企画競
争を実施
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535
特定非営利活動法人日
本水フォーラム

国際的な水分野の諸問題の
解決に向けた活動のモニタ
リングに関する調査業務

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年8月19日 25,126,500

本業務は、国際社会が取り組んでいる水分野の諸問題の解決に向けた活動の様々なモニタリングについて、その
内容、手法、方向性等を収集・整理し、水分野における今後の我が国の国際社会に対する取り組みの方向性・戦
略の検討に資することを目的としている。また、我が国が第３回世界水フォーラム閣僚級国際会議において当面
の管理を表明した水行動集(以下、PWAという。)について、その活用促進のための検討を行うとともに、国際会
議においてＰＲを展開するものである。本業務の遂行にあたっては、各国・各関係機関等からの正確な情報収集
が必要である。そのためには、国内における広範な水分野全般に精通しているとともに、モニタリングを実施し
ている各国・各関係機関等との幅広いネットワークと信頼関係を持っていることが不可欠である。特定非営利活
動法人日本水フォーラムは、我が国の水に関する産業界、学会、政府（外務省、文部科学省、厚生労働省、農林
水産省、経済産業省、国土交通省、環境省等）、ＮＧＯ等が広く参加した第３回世界水フォーラムの事務局の後
継組織であり、第３回世界水フォーラムで培われた人的財産、知識・情報、経験及び国際的信用関係を維持・発
展させ、水問題に関わる国内外の水関係者の交流連携窓口となって活動を支援し、国際的な水問題の解決に寄与
することを目的として設立された機関である。本機関は、各国で開催される水に関する会議や調査等を通じ、世
界水会議（ＷＷＣ）、ＧＷＰ、ＵＮ－ＷＡＴＥＲ、ＥＵ等の幅広いモニタリング実施（又は実施予定）機関にお
ける水関連部局と深い信頼関係を有しており、産官学が参加している水分野全般に精通している唯一の団体であ
るため同機関と随意契約とする。（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度から企画競
争を実施

536 ㈱ＵＦＪ総合研究所
平成１７年度水源地域再生
方策検討調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年8月22日 6,888,000

本調査は、水特法が適用されている水源地域より地域振興の面で立ち後れている水特法以前のダム水源地域の再
生・活性化に資するため、これらの水源地域の人々が自主的に地域の再生･活性化を図っていく際の課題につい
て、地元地域やNPO等と連携して検討会の実施や社会実験等の手法を用いて調査･整理するとともに、これらの課
題の解決方法を検討することを内容としており、地域計画や地域活性化等に関する広範かつ高度な知識と経験を
必要とする業務である。株式会社ユーエフジェイ総合研究所は、政府機関・地方自治体・民間企業などから地域
振興・地域政策、社会シムテムに関する調査など幅広い業務を多数受託している。この中では、過疎化・高齢化
や一次産業・観光産業の低迷が進む地域におけるコミュニティビジネスの形成を通じた活性化や、地域の企業・
市民・NPO等の多様な経済主体間のネットワークを活用した地域活性化・産業振興の可能性に関する調査を実施
しており、地域活性化に関する経験が豊富である。さらに、本調査の実施にあたり、株式会社ユーエフジェイ総
合研究所から提出された企画提案書の評価を行った結果、地元地域団体等が行う支援活動の実施方針が明確で、
調査対象地域の要望が的確に盛り込まれており、株式会社ユーエフジェイ総合研究所は本調査を円滑に実施する
ことができる業者であることが明らかであった。以上のことから、株式会社ユーエフジェイ総合研究所を本調査
の委託先として選定し、同社と随意契約を結ぶものである。（会計法第２９条３の第４項）

その他
プロポーザル方式に
よる継続

537
東京都個人タクシー協
同組合

一般乗用旅客自動車供給
一式

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月30日 2,925,940

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする東京都個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済
性、利便性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約す
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降企画競
争を実施

単価
契約

538 国際航業㈱
平成１７年度地盤沈下防止
等対策要綱地域評価検討業
務

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年11月10日 8,998,500

本業務は地盤沈下防止等対策要綱の３地域（濃尾平野、筑後・佐賀平野、関東平野北部）について、地下水位管
理、地下水・地盤沈下メカニズムの解明及び各種データの収集・活用により地盤沈下防止等対策の推進に資する
基礎資料を得ることを目的とする。本業務を実施するにあたっては、地盤沈下防止等対策要綱地域の地盤沈下の
状況や地盤沈下防止等対策について知見を有していることに加えて、地下水解析のための専門知識と総合的な技
術を求められる。本業務を適切に実施するためプロポーザル方式による手続きにより、類似業務の調査実績等か
ら５社に企画提案書の提出を要請し、提出表明のあった５社の企画提案書について総合的に評価を行った結果、

も評価の高かった企画提案書を提出した国際航業株式会社を本業務の受託者として選定し、随意契約を締結す
るものである。（会計法第２９条３の第４項）

その他
プロポーザル方式に
よる継続

539 ㈱ＵＦＪ総合研究所
平成１７年度今後の地下水
利用方針検討業務

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月1日 6,930,000

本業務は、水資源としての地下水をその特性を活かして有効かつ適正に利用し、保全していくための方策等を検
討するとともに、今後の地下水の利用のあり方に関して総合的な検討を行うことで、地下水行政の基本施策の立
案に資することを目的とするものである。本業務を実施するにあたっては、地下水に関する総合的な知見を有す
ることに加えて、水資源及び水循環に関する知識を含めた水資源全般に関する行政的・技術的分野における内容
を十分に把握し、検討するための能力が求められる。また、本業務は平成１５年度、１６年度に実施した「今後
の地下水利用方針検討業務」の成果を受け、「今度の地下水利用のあり方に関する懇談会」での議論を踏まえて
のとりまとめを行うことから、調査及び検討内容を熟知していることが必要である。株式会社ＵＦＪ総合研究所
は、総合研究機関として、政府機関、地方自治体、民間企業などから多数の調査研究委託を受けており、その成
果は高く評価されている。調査研究内容としては、地域振興、国土計画、地域政策、経済、産業、社会政策、コ
ンサルティング、マーケティングなど幅広い分野の業務を行っている。関係分野においては、流域水循環系健全
化に関する調査のほか、水の利用に係る計画の策定や諸外国における水資源政策、水文化の保存再生等に関する
調査を実施してきており、水資源及び水循環に関しての専門知識を有している。また、同社は、平成１５年度、
平成１６年度に「今後の地下水利用方針検討業務」を実施しており、調査結果内容を熟知しているとともに、上
記の業務の遂行にあたって蓄積された専門知識や人的能力から本業務を円滑に実施することができる唯一の者で
あることから、同社を契約先とするものである。（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度から企画競
争を実施
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540 ㈱建設技術研究所
平成１７年度ヒートアイラ
ンド緩和策調査検討業務

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月1日 7,980,000

ヒートアイランド現象は、都市部において、コンクリート等による地表面被覆の増加と緑地・水面の減少ととも
に、空調機器等の人工排熱が増加すること等により、地方に比較して都市部に顕著な高温化する現象である。近
年、都市の環境問題の一つとしてクローズアップされ、国等においてもヒートアイランド対策に取組みはじめて
いる比較的新しい環境問題である。本業務は、ヒートアイランド現象の緩和には水の気化熱が有効に働くと考え
られ、水を活用した施策が提案、研究されていることから、種々の水を活用したヒートアイランド緩和策につい
て、それぞれ施策効果を把握し、水資源の確保・供給の可能性等の実現性等を総合的に検討し、効果的な緩和策
の組合せを提言することにより、ヒートアイランド対策の推進に資することを目的として実施する。本業務を実
施するにあたっては、新しい研究分野であるヒートアイランド現象に対する高度な知識と 新の情報に対する収
集、分析能力を有することに加え都市部における水の存在状況等の水資源に対する高度な知見、費用分析の算出
のための技術的蓄積など都市環境、水の効用、水資源等多分野にわたる能力が必要である。加えて、本業務が平
成１５、１６年度ヒートアイランド緩和策調査検討業務において得た知見をもとに、より詳細にかつ発展させた
検討および３ヶ年の調査結果のとりまとめを行うことから本業務内容に精通している必要がある。本業者は、建
設コンサルタント及び総合受託研究機関として、政府機関、地方自治体などから多数の調査研究委託を受けてお
り、本業務の遂行にあたっては十分に信頼がおけると考えられる。また、ヒートアイランド現象に関する調査・
解析業務についての実績を有し、水に関する施策についても数多くの実績があり、水資源に関する高度な知見、
技術的な蓄積を有している。さらに、平成１６年度にヒートアイランド緩和策調査検討業務を実施し、優れた成
果をもとめているところから も本業務に精通していることから、同社は、本業務を円滑に実施することができ
る唯一の業者であることから契約を締結するものである。（会計法第２９条３の第４項）

その他
１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託を行わないもの

541
特定非営利活動法人日
本水フォーラム

第４回世界水フォーラムに
向けた水行動集フォーロー
アップ調査業務

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月22日 26,250,000

本業務は、第３回世界水フォーラム以降の国際的な水分野の動向とともに、第４回世界水フォーラムに向けた水
行動集の分析及びフォローアップの成果をとりまとめ、第４回世界水フォーラムにおける効果的な水行動集の発
表に向けた検討を行うものである。本業務の遂行にあたっては、第４回世界水フォーラムの議論の焦点や関係主
要機関の動向等を常に把握する必要があり、第４回世界水フォーラム事務局、世界水会議（ＷＷＣ）、世界水
パートナーシップ（ＧＷＰ）及び国連「水と衛生に関する諮問委員会」等からの迅速かつ正確な情報収集が不可
欠である。特定非営利活動法人日本水フォーラムは、我が国の水に関する産業界、学会、政府（外務省、文部科
学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省等）、ＮＧＯ等が広く参加した第３回世界水
フォーラムの事務局の後継組織であり、第３回世界水フォーラムで培われた人的財産、知識・情報、経験及び国
際的信用を維持・発展させ、国内外の水関係者の交流連携窓口となって水問題に関わる活動を支援し、国際的な
水問題の解決に寄与することを目的として設立された機関である。本機関は、各国で開催される水に関する会議
や調査等を通じ、第４回世界水フォーラム事務局、ＷＷＣ、ＧＷＰ及び国連「水と衛生に関する諮問委員会」等
の水関連組織と深い信頼関係を有しており、第４回世界水フォーラムに関する情報を迅速かつ正確に収集できる
唯一の団体であることから、契約を締結するものである。（会計法第２９条３の第４項）

その他
１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託を行わないもの

542 ㈱三菱総合研究所
平成１７年度水の有効利用
施設の長期的利用に関する
調査業務

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年12月27日 8,000,000

本業務は、水資源の有効利用を促進するために、雑用水利用施設の更新性における課題等について調査検討する
とともに、長期的な利用を前提とした各種の水の有効利用施設の経済性等について分析、整理を行うことによ
り、長期的、安定的に水の有効利用施設を活用していくための基礎資料を得ることを目的として実施するもので
ある。本業務を実施するにあたっては、雑用水利用の現状や技術動向、既存の制度等について十分な情報や知見
を有することに加えて、上水道、下水道等水利用設備に関する幅広い見識が必要であり、同時に機械設備にも精
通していることが求められる。また、本業務は、平成１６年度雑用水利用導入の有効性評価に係る調査業務によ
り得られた知見を活用、応用して検討する業務であり、雑用水利用施設の更新時の課題や対応策についての検討
及び水の有効利用施設の費用分析について定量的な評価をするため、そのための分析能力が求められるほか、地
域ごとの水需給特性についても見識を有していることが求められる。株式会社三菱総合研究所は、総合受託研究
機関として、政府機関、地方自治体、民間企業などから多数の調査研究委託を受けており、その成果は高く評価
されている。調査研究内容は、環境、資源リサイクル、政策、経済、マーケティング、情報システム、科学技術
など幅広く、その総合的かつ問題解決型のアプローチに特色がある。業務の遂行にあたっては、独立性、中立
性、緻密性に配慮した運営がなされており、公共的使命を十分わきまえた経営がなされている。このため、本件
の遂行にあたっては十分に信頼がおける。また、平成１６年度雑用水利用導入の有効性評価に係る調査業務にお
いても、従来から蓄積してきた知見と分析力により所期の成果を十分に達成しており、さらに本業務に精通する
唯一の業者であることから、同社と契約を締結するものである。（会計法第２９条３の第４項）

その他
プロポーザル方式に
よる継続



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所
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543
特定非営利活動法人日
本水フォーラム

我が国の総合的な国際水戦
略基礎検討業務

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成18年1月31日 7,014,000

本業務は、水資源分野における我が国政府の国際協力、それに向けた国内体制の整備、そしてこれを支える国内
世論形成のための国内広報のあり方を一体とした国際水戦略を総合的に再構築する一環として行うものである。
本年度は、ＥＵ及びその主要国の国際水戦略及びその背景となる国内体制等、今後の我が国の国際水戦略の基礎
検討に必要な調査を行う。　本業務の遂行にあたっては、ＥＵ及びその主要国の動向等を正確かつ詳細に把握す
る必要があり、ＥＵ水イニシアティブ（ＥＵＷＩ）はもちろんのこととして、世界水会議（ＷＷＣ）、世界水
パートナーシップ（ＧＷＰ）、国際流域機関ネットワーク（ＩＮＢＯ）及び国連「水と衛生に関する諮問委員
会」等からの正確かつ詳細な情報収集が不可欠である。　特定非営利活動法人日本水フォーラムは、我が国の水
に関する産業界、学会、政府（外務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境
省等）、ＮＧＯ等が広く参加した第３回世界水フォーラムの事務局の後継組織であり、第３回世界水フォーラム
で培われた人的財産、知識・情報、経験及び国際的信用を維持・発展させ、国内外の水関係者の交流連携窓口と
なって水問題に関わる活動を支援し、国際的な水問題の解決に寄与することを目的として設立された機関であ
る。　本機関は、各国で開催される水に関する会議や調査等を通じ、ＥＵＷＩ事務局、ＷＷＣ事務局、ＧＷＰ事
務局、ＩＮＢＯ事務局及び国連「水と衛生に関する諮問委員会」委員等の水関連組織や専門家と深い信頼関係を
有しており、ＥＵの国際水戦略及び主要国の水資源管理体制に関する情報を正確かつ詳細に収集できる唯一の団
体であることから契約を締結するものである。（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度から企画競
争を実施

544 岐阜県
平成１７年度地盤沈下防止
等対策要綱推進調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年7月15日 1,026,000

　地盤沈下とこれに伴う被害の著しい濃尾平野については、地盤沈下を防止し、併せて地下水の保全を図るた
め、平成７年９月に一部改正された「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」に基づき、総合的な対策を講じること
としている。本調査は、上記要綱に基づく対策の推進のため、地下水採取量・地盤沈下状況等の調査解析及び調
査・観測体制の検討等を行い、要綱の状況把握に資するものである。このため、本年度は、「地盤収縮量と地下
水位変動に関する資料収集及び詳細分析」、「地下水利用実態調査」及び「浅層地下水位等と地盤沈下との関連
性に関する分析」を実施し、調査対象地域の地盤沈下状況の実態を明らかにすることとしている。従って、これ
らの業務にあたっては、当該地域の総合的な水政策判断も十分考慮されなくては現実的なものとはいえず、その
地域の地下水、地盤沈下等に関する実情及び地域の水政策に も精通している岐阜県に委託するものである。な
お、本調査は昭和６１年度より当該県に委託して実施しているものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

545 茨城県
平成１７年度地盤沈下防止
等対策要綱推進調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月31日 1,400,000

地盤沈下とこれに伴う被害の著しい関東平野北部については、地盤沈下を防止し、併せて地下水の保全を図るた
め、平成３年１１月に決定された「関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱」に基づき、総合的な対策を講じるこ
ととしている。本調査は、上記要綱に基づく対策の推進にあたり、地下水採取量・地盤沈下状況等の調査解析及
び調査・観測体制の検討等を行い、要綱の状況把握に資するものである。そのため、本年度は「地下水位管理シ
ステムの構築及び機能拡充」を実施し、地下水位管理システムの充実を図ることにより、調査対象地域の地下水
利用状況及び地盤沈下等の実態について明らかにするものである。従って、これらの調査等にあたっては、当該
地域の総合的な水政策判断も十分考慮されなくては現実的なものとはいえず、その地域の地下水、地盤沈下等に
関する実情及び地域の水政策に も精通している茨城県に委託するものである。なお、本調査は昭和６１年度よ
り当該県に委託して実施しているものである（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

546 栃木県
平成１７年度地盤沈下防止
等対策要綱推進調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月31日 1,200,000

地盤沈下とこれに伴う被害の著しい関東平野北部については、地盤沈下を防止し、併せて地下水の保全を図るた
め、平成３年１１月に決定された「関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱」に基づき、総合的な対策を講じるこ
ととしている。本調査は、上記要綱に基づく対策の推進にあたり、地下水採取量・地盤沈下状況等の調査解析及
び調査・観測体制の検討等を行い、要綱の状況把握に資するものである。そのため、本年度は「地下水利用解析
調査」を実施し、県で実施する農業用地下水の実態調査と併せて、各用途における地下水採取量と地盤沈下の相
関関係を把握し、適正採取量推計する。さらにその調査結果を反映し地下水採取量と地盤沈下量に関する予測モ
デルを構築する。従って、これらの業務にあたっては、当該地域の総合的な水政策判断も十分考慮されなくては
現実的なものとはいえず、その地域の地下水、地盤沈下等に関する実情及び地域の水政策に も精通している栃
木県に委託するものである。なお、本調査は昭和６１年度より当該県に委託して実施しているものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

547 千葉県
平成１７年度地盤沈下防止
等対策要綱推進調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月31日 1,450,000

　地盤沈下とこれに伴う被害の著しい関東平野北部については、地盤沈下を防止し、併せて地下水の保全を図る
ため、平成３年１１月に策定された「関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱」に基づき、総合的な対策を講じる
こととしている。本調査は、上記要綱に基づく対策の推進にあたり、地下水採取量・地盤沈下状況等の調査解析
及び調査・観測体制の検討等を行い、要綱の状況把握に資するものである。そのため、本年度は「地下水位測定
調査」、「地下水採取量調査」を実施し、調査対象地域における地下水位の動向及び地下水頭と地下水採取量の
関係について解析するものである。従って、これらの調査等にあたっては、当該地域の総合的な水政策判断も十
分考慮されなくては現実的なものとはいえず、その地域の地下水、地盤沈下等に関する実情及び地域の水政策に

も精通している千葉県に委託するものである。なお、本調査は昭和６１年度より当該県に委託して実施してい
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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548 愛知県
平成１７年度地盤沈下防止
等対策要綱推進調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月31日 1,500,000

地盤沈下とこれに伴う被害の著しい濃尾平野については、地盤沈下を防止し、併せて地下水の保全を図るため、
平成７年９月に一部改正された「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」に基づき、総合的な対策を講じることとし
ている。本調査は、上記要綱に基づく対策の推進にあたり、地下水採取量・地盤沈下状況等の調査解析及び調
査・観測体制の検討等を行い、要綱の状況把握に資するものである。そのため、本年度は「地下水採取量調
査」、「地盤沈下状況調査」、「メッシュ別地下水採取量調査」、「要綱対象地域地下水調査」を実施し、調査
対象地域の地下水採取量及び地盤沈下等の実態を把握する。従って、これらの調査等にあたっては、当該地域の
総合的な水政策判断も十分考慮されなくては現実的なものとはいえず、その地域の地下水、地盤沈下等に関する
実情及び地域の水政策に も精通している愛知県に委託するものである。なお、本調査は昭和６１年度より当該
県に委託して実施しているものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

549 名古屋市
平成１７年度地盤沈下防止
等対策要綱推進調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月31日 1,450,000

地盤沈下とこれに伴う被害の著しい濃尾平野については、地盤沈下を防止し、併せて地下水の保全を図るため、
平成７年９月に一部改正された「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」に基づき、総合的な対策を講じることとし
ている。本調査は、上記要綱に基づく対策の推進にあたり、地下水採取量・地盤沈下状況等の調査解析及び調
査・観測体制の検討等を行い、要綱の状況把握に資するものである。そのため、本年度は、「地下水採取量調
査」、「井戸位置図情報システムの改良（その２）」を実施し、調査対象地域の状況を把握するため、地下水採
取量を調査し、また、揚水設備台帳を整備しシステムに追加することとしている。従って、これらの調査等にあ
たっては、当該地域の総合的な水政策判断も十分考慮されなくては現実的なものとはいえず、その地域の地下
水、地盤沈下等に関する実情及び地域の水政策に も精通している名古屋市に委託するものである。なお、本調
査は昭和６１年度より当該市に委託して実施しているものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

550 福岡県
平成１７年度地盤沈下防止
等対策要綱推進調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月31日 1,615,000

　地盤沈下とこれに伴う被害の著しい筑後・佐賀平野については、地盤沈下を防止し、併せて地下水の保全を図
るため、平成７年９月に一部改正された「筑後・佐賀平野地盤沈下防止等対策要綱」に基づき、総合的な対策を
講じることとしている。本調査は、上記要綱に基づく対策の推進にあたり、地下水採取量・地盤沈下状況等の調
査解析及び調査・観測体制の検討等を行い、要綱の状況把握に資するものである。そのため、本年度は「地下水
採取量調査」、「地盤沈下量調査」を実施し、その結果を分析・検討して、調査対象地域の地下水等の実態を明
らかにすることとしている。従って、これらの調査等にあたっては、当該地域の総合的な水政策判断も十分考慮
されなくては現実的なものとはいえず、その地域の地下水、地盤沈下等に関する実情及び地域の水政策に も精
通している福岡県に委託するものである。なお、本調査は昭和６１年度より当該県に委託して実施しているもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

551 佐賀県
平成１７年度地盤沈下防止
等対策要綱推進調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月31日 1,450,000

　地盤沈下とこれに伴う被害の著しい筑後・佐賀平野については、地盤沈下を防止し、併せて地下水の保全を図
るため、平成７年９月に一部改正された「筑後・佐賀平野地盤沈下防止等対策要綱」に基づき、総合的な対策を
講じることとしている。本調査は、上記要綱に基づく対策の推進にあたり、地下水採取量・地盤沈下状況等の調
査解析及び調査・観測体制の検討等を行い、要綱の状況把握に資するものである。そのため、本年度は「地下水
水質実態調査」により各調査対象井戸の地下水質を調査し、溶存イオンの濃度・組成等によって地下水質の現状
について考察を行う。従って、これらの調査等にあたっては、当該地域の総合的な水政策判断も十分考慮されな
くては現実的なものとはいえず、その地域の地下水、地盤沈下等に関する実情及び地域の水政策に も精通して
いる佐賀県に委託するものである。なお、本調査は昭和６１年度より当該県に委託して実施しているものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

552 北海道
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 419,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期
計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施策の推進に資すること
を目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のように統計資料が無いも
の、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム等水資源開発施設に
よる供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されていない資料である。
また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平成17年データをとり
まとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資源」に掲載する予定
であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、４７都道府県が、本
調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７都道府県を委託先と
するものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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553 青森県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 482,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

554 岩手県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 438,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

555 宮城県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 421,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

556 秋田県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 293,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

557 山形県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 423,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

558 福島県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 342,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

559 茨城県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 377,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

560 栃木県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 369,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

561 群馬県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 361,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

562 埼玉県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 310,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

563 千葉県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 400,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

564 東京都
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 323,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

565 神奈川県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 268,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

566 新潟県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 244,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

567 富山県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 470,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

568 石川県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 437,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

569 福井県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 469,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

570 山梨県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 273,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

571 長野県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 395,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

572 岐阜県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 385,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

573 静岡県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 338,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

574 愛知県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 434,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

575 三重県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 432,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

576 滋賀県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 427,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

577 京都府
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 434,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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578 大阪府
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 435,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

579 兵庫県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 428,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

580 奈良県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 199,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

581 和歌山県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 355,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

582 鳥取県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 491,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
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583 島根県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 487,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

584 岡山県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 333,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

585 広島県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 437,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

586 山口県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 466,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

587 徳島県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 489,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

588 香川県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 569,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

589 愛媛県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 504,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

590 高知県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 509,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

591 福岡県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 456,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

592 佐賀県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 464,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

593 長崎県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 547,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

594 熊本県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 478,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

595 大分県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 446,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

596 宮崎県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 458,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

597 鹿児島県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 475,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

598 沖縄県
平成１７年度全国水需給動
態調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年9月26日 611,000

本調査は、全国及び地域別の水需給の現状と動向を把握することにより、「全国総合水資源計画」のフォロー
アップと、新たな長期計画の策定に必要な基礎資料を集積し、水資源の開発、保全及び利用に関する総合的な施
策の推進に資することを目的としている。　本調査において対象とする水需給に関する資料は、専用水道のよう
に統計資料が無いもの、工業用水における水源別取水量のように既存資料では把握できない項目、あるいはダム
等水資源開発施設による供給量、当該年度の渇水状況等といった各都道府県の関係部局でしか詳細に把握されて
いない資料である。また本調査において、ダム等水資源開発施設による供給量、渇水状況、水質事故状況等は平
成17年データをとりまとめているが、これらについては平成18年８月１日に公表予定の「平成18年版日本の水資
源」に掲載する予定であり、それに間に合わせるためには速やかにとりまとめる必要がある。以上のことから、
４７都道府県が、本調査を円滑かつ確実かつ速やかに実施しうる唯一の団体であるため、本調査においては４７
都道府県を委託先とするものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

599 埼玉県
平成１７年度地盤沈下防止
等対策要綱推進調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月31日 900,000

地盤沈下とこれに伴う被害の著しい関東平野北部については、地盤沈下を防止し、併せて地下水の保全を図るた
め、平成３年１１月に策定された「関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱」に基づき、総合的な対策を講じるこ
ととしている。本調査は、上記要綱に基づく対策の推進にあたり、地下水採取量・地盤沈下状況等の調査解析及
び調査・観測体制の検討等を行い、要綱の状況把握に資するものである。そのため、本年度は「地盤沈下管理シ
ステムの構築」を実施し、渇水時における地盤沈下の状況把握のため、モデルとなる代表観測所の選定作業を行
う際のデータの収集等を行うものである。従って、これらの調査等にあたっては、当該地域の総合的な水政策判
断も十分考慮されなくては現実的なものとはいえず、その地域の地下水、地盤沈下等に関する実情及び地域の水
政策に も精通している埼玉県に委託するものである。なお、本調査は昭和６１年度より当該県に委託して実施
しているものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

600 三重県
平成１７年度地盤沈下防止
等対策要綱推進調査

仁井　正夫
土地・水資源局水資源
部
千代田区霞が関2-1-2

平成17年10月31日 900,000

地盤沈下とこれに伴う被害の著しい濃尾平野については、地盤沈下を防止し、併せて地下水の保全を図るため、
平成７年９月に一部改正された「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」に基づき、総合的な対策を講じることとし
ている。本調査は、上記要綱に基づく対策の推進にあたり、地下水採取量・地盤沈下状況等の調査解析及び調
査・観測体制の検討等を行い、要綱の状況把握に資するものである。そのため、本年度は「地下水採取量調
査」、「地盤沈下状況把握調査」を実施し、調査対象地域の地下水採取量及び地盤沈下等の実態を明らかにする
こととしている。従って、これらの調査等にあたっては、当該地域の総合的な水政策判断も十分考慮されなくて
は現実的なものとはいえず、その地域の地下水、地盤沈下等に関する実情及び地域の水政策に も精通している
三重県に委託するものである。なお、本調査は昭和６１年度より当該県に委託して実施しているものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

601 白山市
合併市におけるコンパクト
シティ化モデル調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月18日 6,209,000

白山市は都市再生本部事務局が行った全国都市再生モデル調査の調査対象自治体の募集に応募し、所定の手続き
に沿った厳正な選考の結果、調査内容が全国都市再生モデル調査の趣旨に合致していること、また、８市町村が
合併したことによって、市街地が旧市町村内にそれぞれ収束しており、高齢化社会の到来等により、今後の白山
市の都市構造を検討する必要があると同時に、合併に際して都市のまちづくりの将来ビジョンを示す「白山市ま
ちづくり計画」をとりまとめた実績があり、他の自治体等は契約の対象とはなり得ないことから、本業務につい
ては、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、同市を委託先として随意契約を行
うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

602
米原エコミュージアム
地域再生協議会

地域再生等担い手育成支援
事業（滋賀県米原市）

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年5月26日 4,000,000

本業務を実施できる機関としては、調査対象地域の社会実情に精通した多様な主体により構成された公正な観点
から実施する能力を有することが不可欠である。米原エコミュージアム地域再生協議会は、調査対象地域の社会
実情に精通した調査対象地域の行政、市民等の多様な主体により構成されており、これらの条件を充たす唯一の
機関であることから、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号の規定に基づき、
契約相手先として随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

603 まちの活力創造協議会
地域再生等担い手育成支援
事業（山口県錦町）

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年5月30日 2,300,000

本業務を実施できる機関としては、調査対象地域の社会実情に精通した多様な主体により構成された公正な観点
から実施する能力を有することが不可欠である。まちの活力創造協議会は、調査対象地域の社会実情に精通した
調査対象地域の行政、市民等の多様な主体により構成されており、これらの条件を充たす唯一の機関であること
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号の規定に基づき、契約相手先とし
て随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

604
にいがた田舎暮らし推
進協議会

地域再生等担い手育成支援
事業（新潟県上越市）

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年5月31日 4,000,000

本業務を実施できる機関としては、調査対象地域の社会実情に精通した多様な主体により構成された公正な観点
から実施する能力を有することが不可欠である。にいがた田舎暮らし推進協議会は、調査対象地域の社会実情に
精通した調査対象地域の行政、市民等の多様な主体により構成されており、これらの条件を充たす唯一の機関で
あることから、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号の規定に基づき、契約相
手先として随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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605
森と水のサンクチュア
リ連絡協議会

地域再生等担い手育成支援
事業（青森県八戸市）

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年6月24日 3,000,000

本業務を実施できる機関としては、調査対象地域の社会実情に精通した多様な主体により構成された公正な観点
から実施する能力を有することが不可欠である。森と水のサンクチュアリ連絡協議会は、調査対象地域の社会実
情に精通した調査対象地域の行政、市民等の多様な主体により構成されており、これらの条件を充たす唯一の機
関であることから、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号の規定に基づき、契
約相手先として随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

606
地域再生等担い手育成
事業運営協議会

地域再生等担い手育成支援
事業（兵庫県姫路市）

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月5日 1,200,000

本業務を実施できる機関としては、調査対象地域の社会実情に精通した多様な主体により構成された公正な観点
から実施する能力を有するこ　とが不可欠である。地域再生等担い手育成事業運営協議会は、調査対象地域の社
会実情に精通した調査対象地域の行政、市民等の多様な主体により構成されており、これらの条件を充たす唯一
の機関であることから、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号の規定に基づ
き、契約相手先として随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

607
由岐地域都市農山漁村
交流推進協議会

地域再生等担い手育成支援
事業（徳島県由岐町）

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月8日 3,000,000

本業務を実施できる機関としては、調査対象地域の社会実情に精通した多様な主体により構成された公正な観点
から実施する能力を有することが不可欠である。由岐地域都市農山漁村交流推進協議会は、調査対象地域の社会
実情に精通した調査対象地域の行政、市民等の多様な主体により構成されており、これらの条件を充たす唯一の
機関であることから、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号の規定に基づき、
契約相手先として随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

608
新居浜地域再生まちづ
くり協議会

地域再生等担い手育成支援
事業（愛媛県新居浜市）

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月14日 3,000,000

本業務を実施できる機関としては、調査対象地域の社会実情に精通した多様な主体により構成された公正な観点
から実施する能力を有することが不可欠である。新居浜地域再生まちづくり協議会は、調査対象地域の社会実情
に精通した調査対象地域の行政、市民等の多様な主体により構成されており、これらの条件を充たす唯一の機関
であることから、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号の規定に基づき、契約
相手先として随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

609
枕崎市地域再生等担い
手育成支援協議会

地域再生等担い手育成支援
事業（鹿児島県枕崎市）

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月15日 3,500,700

本業務を実施できる機関としては、調査対象地域の社会実情に精通した多様な主体により構成された公正な観点
から実施する能力を有することが不可欠である。枕崎市地域再生等担い手育成支援協議会は、調査対象地域の社
会実情に精通した調査対象地域の行政、市民等の多様な主体により構成されており、これらの条件を充たす唯一
の機関であることから、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号の規定に基づ
き、契約相手先として随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

610
気仙沼市風待ち観光の
まちづくり推進協議会

都市観光の推進による地域
づくり支援事業（気仙沼
市）

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月25日 2,500,000

本業務を実施できる機関としては、調査対象地域の社会実情に精通した行政、地域住民、ボランティア団体、民
間企業等により構成された公正な観点から実施する能力を有することが不可欠である。気仙沼市風待ち観光のま
ちづくり推進協議会は、調査対象地域の社会実情に精通した行政、地域住民、ボランティア団体、民間企業等に
より構成されており、これらの要件を充たす唯一の機関であることから、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号の規定に基づき、契約相手先として随意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

611
ビジターズ・インダス
トリー推進協議会

都市観光の推進による地域
づくり支援事業(福岡市)

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月25日 3,000,000

本業務を実施できる機関としては、調査対象地域の社会実情に精通した行政、地域住民、ボランティア団体、民
間企業等により構成された公正な観点から実施する能力を有することが不可欠である。ビジターズ・インダスト
リー推進協議会は、調査対象地域の社会実情に精通した行政、地域住民、民間企業等により構成されており、こ
れらの要件を充たす唯一の機関であることから、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号の規定に基づき、契約相手先として随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

612
霞ヶ浦再生担い手育成
事業実行委員会

地域再生等担い手育成支援
事業（茨城県土浦市、潮来
市、稲敷市、鉾田町、
麻生町、美浦村、玉里村）

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月29日 2,999,300

本業務を実施できる機関としては、調査対象地域の社会実情に精通した多様な主体により構成された公正な観点
から実施する能力を有することが不可欠である。霞ヶ浦再生担い手育成事業実行委員会は、調査対象地域の社会
実情に精通した調査対象地域の行政、市民等の多様な主体により構成されており、これらの条件を充たす唯一の
機関であることから、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号の規定に基づき、
契約相手先として随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

613
彦根ユビキタス産業協
議会

都市観光の推進による地域
づくり支援事業（彦根市）

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年6月20日 3,000,000

本業務を実施できる機関としては、調査対象地域の社会実情に精通した行政、地域住民、ボランティア団体、民
間企業等により構成された公正な観点から実施する能力を有することが不可欠である。彦根ユビキタス産業協議
会は、調査対象地域の社会実情に精通した行政、ＮＰＯ、民間企業等により構成されており、これらの要件を充
たす唯一の機関であることから、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号の規定
に基づき、契約相手先として随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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614
下諏訪まちづくり推進
会議

都市観光の推進による地域
づくり支援事業（下諏訪
町）

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月11日 3,000,000

本業務を実施できる機関としては、調査対象地域の社会実情に精通した行政、地域住民、ボランティア団体、民
間企業等により構成された公正な観点から実施する能力を有することが不可欠である。下諏訪まちづくり推進会
議は、調査対象地域の社会実情に精通した行政、地域住民・団体、民間企業等により構成されており、これらの
要件を充たす唯一の機関であることから、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
号の規定に基づき、契約相手先として随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

615
佐原戦略ビジネス事業
推進協議会

都市観光の推進による地域
づくり支援事業（佐原市）

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年6月15日 3,000,000

本業務を実施できる機関としては、調査対象地域の社会実情に精通した行政、地域住民、ボランティア団体、民
間企業等により構成された公正な観点から実施する能力を有することが不可欠である。佐原戦略ビジネス事業推
進協議会は、調査対象地域の社会実情に精通した行政、地域住民、民間企業等により構成されており、これらの
要件を充たす唯一の機関であることから、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
号の規定に基づき、契約相手先として随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

616 （株）野村総合研究所

都市再生特別措置法により
指定された都市再生緊急整
備地域における民間開発プ
ロジェクトによる経済波及
効果等に係る調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年8月29日 7,665,000

株式会社野村総合研究所は、都市再生・都市開発をテーマにした調査のほか、公共事業・都市開発事業等の経済
効果分析をテーマにした民間開発プロジェクトや経済効果等に関して、幅広い調査研究の実績があり、経済及び
統計、各種情報・データの分析等に係る専門的な知識やノウハウを有し、本調査への十分な能力を有しているこ
とから、公正な取引を行うことができる唯一の法人である。以上のことから、本調査を効率的かつ確実に実施で
きるのは上記法人をおいて他にない。従って、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に基づき、契約
相手先と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争を実施

617 （株）三菱総合研究所
平成１７年度　地域整備方
策のあり方に関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年8月15日 7,500,000

株式会社三菱総合研究所は、本調査を実施するにあたり前提となる「高齢化の進展等に対応した都市政策の総合
的な展開方策の検討調査」（平成１５年度）及び「都市圏の実態把握・分析等に係る基礎調査」（平成１６年
度）を受注しており、基礎的な社会経済データの集計・分析に基づき、今後の都市政策にあたっての有効な政策
手段・総合化について検討を行うとともに、都市圏の分析を通じて都市・地域を取り巻く状況に精通し、都市・
地域構造に関する専門的な知識やノウハウはもとより、優秀な人材を数多く有していることから、当該調査にお
いて、当契約を締結する相手先としては、株式会社三菱総合研究所をおいて他にない。従って、会計法第２９条
の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に基づき、契約相手先と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争を実施

618 （株）地域計画研究所

平成１７年度　地域再生等
担い手育成現地ミーティン
グ及び地域再生等担い手育
成フォーラム

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年8月15日 6,020,000

（株）地域計画研究所は、これまでの調査実績等により、本調査の前提となる各事業の実施地域に係る多様な
データを多数蓄積していることに加え、過去に同種の事業である「多様な主体の参加と連携による活力ある地域
づくりモデル事業」においてモデル地区の幾つかの調査を請け負った経緯があり、本調査の前提となる「地域再
生等担い手育成支援事業」の趣旨を十分理解しており、本調査を実施するに当たり、十分な調査・コーディネー
ト能力を有し公正な取引を行うことができる唯一の組織である。以上のことから、本業務を効率的かつ確実に実
施できるのは（株）地域計画研究所をおいて他にない。従って、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号の規定に基づき、契約相手先と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争を実施

619 （株）リクルート
団塊世代の地方回帰に係る
傾向調査業務

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年8月1日 9,980,000

株式会社リクルートは、過去にＵＪＩターン希望者を対象とした「さらば東京ＵターンＩターンフェア」を実施
した実績があり、同社が発行している各種情報誌の発行及び取材の実績により、ＵＪＩターン希望者等を随時把
握できる立場にあり、また、過去、「平成１３年度ＵＪＩターンに関する意識調査」、「中高年者や女性の視点
を重視したＵＪＩターン支援策の検討調査」（平成１３年度）の請負業者であること、その他地方公共団体から
の調査の受託により、国や地方公共団体における各種ＵＪＩターン支援施策等を把握しているとともに、的確な
アンケート設計能力を有し、都市部中高齢者に対するアンケート及び意向調査を実施した実績もあり、当契約を
締結する相手先としては、株式会社リクルートをおいて他にない。従って、会計法第２９条の３第４項、予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に基づき、契約相手先と随意契約を行うものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争を実施

620 （株）野村総合研究所
平成１７年度人口減少局面
での地方都市再生に係る調
査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月17日 9,450,000

株式会社　野村総合研究所は、都市・地域整備政策、都市再生、人口減少局面における政策等に関わる調査業務
も数多く受託し、これまでに「２１世紀の社会資本整備のあり方に関する調査」、「少子高齢化時代における中
心市街地活性化の先進事例に関する調査研究」、「大阪市人口移動要因調査」等、本調査にも関連する様々な調
査実績があり全国各地域に係る多様なデータを多数蓄積し、本調査を実施するに当たり、十分な調査・コーディ
ネート能力を有し公正な取引を行うことができる唯一の組織である。以上のことから、本業務を効率的かつ確実
に実施できるのは株式会社野村総合研究所をおいて他にない。従って、会計法第２９条の３第４項、予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号の規定に基づき、契約相手先と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争を実施
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621 （株）A2A研究所
平成17年度テレワーク導入
支援DVD制作

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月28日 8,632,491

株式会社Ａ２Ａ研究所は、テレワーク等の労働形態の変革や企業革新、eラーニング等の人材教育に関する調査
研究およびコンサルティングを主業務としており、テレワークの導入時における諸問題はもちろんテレワークの
実施全般について高度な知見を有している。また、（社）日本テレワーク協会において、事務局の一員を務める
など、テレワークを導入している企業との幅広い人的ネットワークを有している企業である。さらに、平成１６
年度において実際にガイドブックの執筆も行い、その内容はもとより、制作目的や制作過程で有識者によって議
論された問題点等も把握しており、本件業務を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、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

622 （株）けいはんな
平成17年度近畿圏における
多核格子構造の形成推進に
関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月8日 7,749,000
関西文化学術研究都市や近畿圏内の各学術研究地域及び産業集積地域について熟知しており、すでに基本データ
及び豊富な知識を有するため（会計法第２９条の３第４号及び予決令第１０２条４第３号）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争を実施

623
（株）都市研究所ス
ペーシア

「ものづくり文化の道」形
成推進調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月26日 6,209,000

株式会社　都市研究所スペーシアは、平成13年度から名古屋市西区において、ものづくり文化の道の形成に向け
て取り組んでおり、「まちなか合同研究室」、「ものづくり文化の道＠西区」ホームページ立ち上げなどで一貫
して主導的な役割を担っている。また、同社が本調査の企画立案を行い、全国都市再生モデル調査の募集に応募
し、都市再生本部事務局において都市再生活動提案として選定されたものであるため。（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
随意契約によらざる
を得ないもの

624 筑波都市整備（株）
平成17年度筑波研究学園都
市都市情報提供業務

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 7,056,000
筑波研究学園都市についての歴史的経過を含めた広報及びその実績と高い信頼性をもち、かつ、県・市と連携し
た広報活動で効率的、経済的に行えるため。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地が
あり

平成１９年度より企
画競争を実施

625
（財）エンジニアリン
グ振興協会

平成17年度大深度地下の特
定に伴う先端技術の開発促
進に関する検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年8月10日 5,040,000

当該法人は、大深度地下を含む地下空間の開発・利用を推進するため、1989年に「地下開発利用研究センター」
を付置機関として設置し、地下空間の高度な開発利用の実現を目的として地下利用全般について豊富な知見を有
しているとともに、建設会社、コンサルタント会社、鉱業会社など幅広い分野にわたる有識者を多数擁してい
る。以上のとおり、本業務を行うにあたって有効となる大深度地下利用における専門的な知見と共に、地質分野
の調査技術についての横断的な検討を行うことのできる実績と知見を有しているため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争を実施

626 （株）乃村工藝社
つくばインフォメーション
センターリニューアル業務

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年8月1日 4,416,300
既に管理者の茨城県によるプロポーザル審査委員会で、茨城県のほか国等の関係機関による審査に基づき契約が
行われたため、現場管理の一体性及び安全性、企画デザインの統一性が確保でき、かつ業務を も合理的、経済
的に限られた工程内で確実に遂行できるため（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

627 （財）地盤工学会
平成17年度大深度地下の利
用に伴う情報の収集に関す
る検討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月3日 4,998,000

当該法人は、地下利用及び地盤について深く専門的な知見を有しているとともに、建設会社、コンサルタント会
社、機器メーカーなど幅広い分野にわたる有識者を多数擁しており、近年「地下空間建設における調査計測技術
とその活用に関する研究委員会」を設立し、新しい計測技術等も含めて研究を行っている。以上のとおり、本業
務を行うにあたって有効となる大深度地下利用及び地盤工学における横断的な知見と共に、地下施工の調査・計
測技術についての専門的な検討を行うことのできる実績と知見を有しているため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争を実施

628 みずほ情報総研（株）
平成17年度業務核都市の新
たな整備方策検討調査業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月29日 10,920,000
大都市圏整備施策や業務核都市制度に精通するとともに、業務核都市関連の継続的な情報の蓄積のもとに諸課題
の分析を進めるための特に高度な技術及び経験を有する唯一の団体である。したがって、会計法第２９条の３第
４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

629
ＮＥＣネッツエスアイ
（株）

平成17年度テレワーク試行
柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月13日 9,999,990

本業務の遂行にあたっては、国土交通本省と自宅を結ぶネットワークの構築など、高度な専門的知識、経験が必
要である。ＮＥＣネッツエスアイ株式会社は、防衛庁、警察庁、外務省をはじめ、「在宅勤務テレワーク実証実
験」（平成１７年度　総務省）、「平成１７年度清滝地区光ケーブル敷設工事」（国交省）など各省庁の情報通
信インフラの構築に携わっており、地方自治体においても、防災行政システムなどの構築をおこなっており、高
い知見と経験を有している企業であるため。（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
随意契約によらざる
を得ないもの

630 （株）富士通総研
平成17年度テレワーク実態
調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月12日 11,077,500

株式会社富士通総研は、「仕事と育児が両立できる職場環境作りに係る民間企業のテレワーク等の先導的取り組
みについての委託調査」（平成16年度　経済産業省）により、テレワークを実施している企業とのコネクション
を有し、また「家族政策の充実と経済成長の両立に関する調査－スウェーデン企業等、従業員アンケート調査」
（平成16年度　内閣府）などのアンケート調査を行っており、高い知見と経験を有している企業であるため。
（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
随意契約によらざる
を得ないもの
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631 （株）産業立地研究所
平成17年度テレワークセン
ター実態調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月21日 4,995,776

株式会社産業立地研究所は、産業・企業・オフィス立地をはじめとした産業振興、地域計画・都市計画を専門分
野とするシンクタンクとして３５年の実績を有す機関である。また、これまでも我が国 初のサテライトオフィ
ス導入、オフィス分散のための「日本サテライトオフィス協会（現（社）日本テレワーク協会）」の設立に関わ
り、それ以降も会員として「テレワーク活用オフィス分散に関する調査」（H10日本サテライトオフィス協会委
託）「広域関東圏における地域イノベーション活性化のためのソフト環境整備関する調査」（H13経済産業省委
託）など、テレワーク、テレワークセンター等に関する調査を実施し、良好な成果を納めており、本件調査の目
的も十分に理解しているため。（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
随意契約によらざる
を得ないもの

632
（有）プラネット・
フォーまちづくり推進
機構

半島地域活性化方策検討調
査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月28日 5,096,000

　平成１７年３月に行われた半島振興法の延長により、引き続き半島地域の振興のための施策を講じていくとと
もに、半島地域の自立的発展に向けた支援を行っていくことが求められる中で、本調査は、半島地域のおかれた
状況の分析・評価と課題整理を行うことを目的として実施するものである。このため、本件の実施に当たって
は、半島地域の産業、地理、歴史、文化等について精通しており、過去に半島地域等の基礎的なデータ等の調査
実績のある業者と契約する必要がある。有限会社プラネット・フォーまちづくり推進機構は、地域振興方策など
の調査・研究・計画の立案、実現方策の検討などを行っており、平成７年度から１１年度にかけて『地方都市中
心市街地特定再開発事業（都市再生機構）』、平成１０年度から１２年度にかけて『地域資源を活用した地域活
性化計画、地域特産品開発プロジェクト』、平成１４年度『中心市街地活性化の取組みに対する診断助言事業
（経済産業省）』、平成１５年度『自転車総合政策の推進に関する調査研究（国土交通省）』等の実施により、
国内の特定地域及び条件不利地域の基礎的データを蓄積し、それらの地域の実情に精通している。このような特
に高度な知識、技術及び経験を有する者は同社をおいて他にはない。　以上のように、本調査の遂行のための要
件を満たすのは上記業者のみであり、同社と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３号）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争を実施

633
特定非営利活動法人か
わだ夢グリーン

平成１７年度全国都市再生
モデル調査（福井県鯖江
市）

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月14日 6,209,000

本調査では、昨年７月の福井豪雨で大きな被害をうけた、越前漆器の里（うるしの里）福井県鯖江市河和田地区
の復興に向けて、①うるしの里の産業・生活・まちなみ、自然・環境の変遷実態調査（漆器業を中心にしたまち
なみの変遷、水害から復興に向けたまちの変化などの調査と、地域の自然・環境の実態調査）②子どもを含めた
地区民参加による、安全を祈願したイベント、地域再発見のための青年職人塾、川遊びなど、水害からの復興に
向けての地区民のモチベーションを高める実践活動③地域住民、子ども、漆器職人と地元大学生、京都の若者た
ち、まちづくり専門家による伝統工芸をキーワードにした漆器やまちづくりワークショップおよび環境をキー
ワードとした自然体験、生ごみ資源化、里山づくりなど、循環型社会に向けてのワークショップを行なうが、遂
行にあたっては、・地域を熟知していること、・被災者の感情を理解できること、・地域における様々な団体と
のネットワークが橋渡し役となって行えること、・地域づくりや漆器、環境に関する専門知識があることなどが
必要である。特定非営利活動法人かわだ夢グリーンは、平成14年4月の法人化以来、環境部門では省エネシンポ
ジュームの開催やＰＴＡとタイアップした里山づくり、学校給食への有機野菜の提供、生ごみリサイクル工房に
よる生ごみの堆肥化、田んぼビオトープづくりを行ってきた。また、地域活性化に関しては、水害をきっかけと
して京都大学を中心とした京都の若者グループ（ＮＬＫ：ニュー・レターズ・フロム・キョウト）との交流をと
おし、協働企画でまちなみ調査やイベントの企画を行っており、上記一連の調査業務を行なえるのは、地域住民
で構成し、地域に根ざした活動を行なえるのは、特定非営利活動法人かわだ夢グリーン以外にない。（会計法第
２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

634 海ぼうず運営委員会
平成１７年度全国都市再生
モデル調査（三重県南勢
町）

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月5日 6,209,000

本調査では、南勢町の海や山などの大自然や地域の地場産業、また地域の高齢者の知恵など、南勢町相賀浦のま
ちづくり資源を活用して、来街者や地域住民との交流、継承、体感活動を進めることにより、地域の再生や市民
活力を拡大することを目的としており、このために必要な計画立案、事業化、運営、今後の活動方針案の検討、
作成などを行う予定である。海ぼうず運営委員会は、南勢町と相賀浦区が締結した業務管理委託契約に基づき、
「ふれあいと体験の館、海ぼうず」の施設の管理運営と、それに伴う地域づくり活動を行う地元市民で構成した
団体であり、この規約や役員表のとおり、団体は地元相賀浦在住の者で構成されている。このため、海ぼうず運
営委員会は、相賀浦（南勢町）の実情は充分理解する中、「ふれあいと体験の館、海ぼうず」を南勢町相賀浦の
体験拠点として、これまでも独自に、来町する子供達や旅行者に対して、グリーンツーリズム体験、語り部体
験、漁の体験などを企画、立案し、南勢町の自然文化をじっくりと味わえるような体験事業を事業化、運営する
などの実績がある。 加えて、海ぼうず運営委員会の構成員は、ほとんどが本地域の地場産業である漁業や農業
に従事している関係から、今回の事業実施予定の「交流、継承、体感」の各事業に関して、協力者や連携する団
体についても、充分に把握、理解し、また協力関係にある。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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635
ＮＰＯえがお・つなげ
て

平成１７年度全国都市再生
モデル調査（山梨県）

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月11日 6,209,000

本調査は、都市住民の自然回帰、また田舎志向といった新しいライフスタイルのニーズに応えながら、都市と農
山村の間で「人・もの・情報」の行き来を活発化していくことにより、農山村地域を含む経済の活性化にも寄与
が可能であるか、調査するものである。これらの遂行にあたっては、・地域を熟知していること・地域における
様々な団体とのネットワークが橋渡し役となって行えること・地域づくりや自然・環境に関する専門知識がある
ことなどが必要である。　特定非営利活動法人えがお・つなげては、山梨県須玉町において第１号認定を受けた
増富地域交流振興特区において、その特区内における事業主体として、遊休農地の開墾、放置森林の間伐など、
多様な都市農山村交流事業を展開している。また、この増富地域交流振興特区は、平成16年、農林水産省で進め
る観光立村事業の全国モデル地区４カ所のうちのひとつに選定され、平成17年度以降もこの活動を継続している
ところである。またこの構造改革特区活用における都市農村交流事業ノウハウを活用して、山梨県大月市の大月
エコの里構造改革特区成立までの産学官民の地域コーディネートを行っており、山梨の地域づくりに多大なる貢
献をしており、山梨県において、数々の地域密着志向でまちづくりを行っており、本業務を行う上で、山梨県内
の地域づくりの計画から事業化までの総合支援又は地域住民のまちづくり支援に関する豊富な経験を有してい
る。このような観点から判断して、当該法人は上記業務を遂行できる唯一の機関である。よって、会計法第２９
条の３第４項、及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、上記法人と随意契約をするもので
ある。

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

636 （株）価値総合研究所
平成17年度若者の地方体験
交流支援事業（地域づくり
インターン事業）運営業務

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月8日 12,442,500

本業務は、大都市圏の学生等を地方に派遣し、地域の暮らしや地域産業等の体験機会の提供を通じて、地域の活
性化やＵＪＩターンの促進に資することを目的としている。その業務内容から、地方自治体等が地域において実
施している体験型交流事業及び地域づくり活動に関する施策及び実績を含め幅広い地方振興施策についての専門
的な知見を有する必要がある。また、国土交通省が実施している「若者の地方体験交流支援事業」の運営業務を
熟知し、同水準以上の事業運営ノウハウを蓄積している業者を選定する必要がある。株式会社価値総合研究所
は、「若年者の交流を通じた地域活性化支援調査(若年層を対象とした体験型交流等事業に関する現状調査)」
(平成１１年度地域活性化施策推進費)の受託実績により、体験型交流事業及びそれを活用した地方振興施策につ
いて高度に専門的知見を有することが確認されている。また、「平成１７年度若者の地方体験交流支援事業運営
業務」（国土交通省）の受注実績により、同事業運営業務の詳細を把握しているとともに、平成１８年度本事業
運営に係る必要かつ十分な能力を有するものは同研究所をおいて他にない。よって株式会社価値総合研究所と随
意契約を行うものである。（会計法２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争を実施

637 （株）三井情報開発
平成１７年度ＵＪＩターン
の推進に係る総合的情報提
供システム運営業務

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 4,979,999

本業務の遂行にあたっては、平成１１年度「ＵＪＩターンの推進に係る総合的情報提供システム構築事業」及び
「定住促進情報データベース・システム構築業務」により構築したホームページ及び作成したデータベース・シ
ステムの構造を熟知し、同ホームページ及びシステムを安定的に稼動させつつ、機能の向上を追及する技術を有
している必要がある。三井情報開発株式会社は、平成１１年度から実施している「ＵＪＩターンの推進に係る総
合的情報提供システム構築事業」（「定住促進情報データベース・システム構築業務」を含む）の請負業者であ
り、上記業務により更新したホームページ及び作成したデータベース・システムの構造を熟知している。さら
に、同業務の実施を通して、ホームページ及びデータベース・システムを安定的に運営しつつ、機能的に係る修
正・追加を行うための高い技術を有していることが確認されている。また、平成１５年度に実施した「中高年者
のＵＪＩターンに対する意識調査業務」においてＵＪＩターン実践者の実態の調査に関して優れた実績を上げて
おり、契約相手先として、三井情報開発株式会社をおいて他にない。したがって、本業務については、会計法第
２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、同社と随意契約を行うものである。

見直しの余地が
あり

平成１９年度より企
画競争を実施

638
（株）日本能率協会総
合研究所

平成１７年度豪雪地帯基礎
調査業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年8月3日 11,550,000

本業務の実施機関は、地域の社会経済状況に関係する幅広い分野に渡る総合的な調査・分析手法に精通している
必要がある。また、豪雪地帯は日本の国土の面積の約半分を占めることから、各地域の発展の歴史的経緯を十分
に把握した上で、特定の地域に偏らない全国的な視野に基づき分析を行う能力が必須とされる。株式会社日本能
率協会総合研究所は、道路交通の確保と公共交通機関の連携を図る交通戦略分野、産業の振興や高付加価値化を
図る地域マネジメント分野、健康・医療・介護分野の課題解決を図るヘルスケア分野等について、個別の研究室
を持ち、豪雪地帯の産業と民生の安定向上を総合的に検討する上で十分な実績と各専門分野で豊富な経験を持つ
スタッフを有している。さらに旧国土庁調査として、「豪雪地帯に適した産業振興調査」（平成９年度）、「豪
雪地帯除排雪経費等データ解析業務」（平成８年度）、等を実施する他、「豪雪地帯基礎調査」（平成６～１６
年）の実施について優れた実績をあげており、近年の高齢化等を含む社会・経済状況の変化とそれに伴う豪雪地
帯対策へのニーズの変化を的確に汲み上げ、より効果的に豪雪地帯対策の推進に向けた分析を行う上で、それを
実施できる技術力及び見識を有している。本業務では、平成１６年度に実施した調査データをもとに豪雪地帯の
現状と対策についてのまとめるとこととしおり、同データを分析してきた同業者は、その内容を熟知しているた
め。（会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号））

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争を実施
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639
（財）日本システム開
発研究所

平成１7年度環境に優しい
雪国のあり方調査業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年8月10日 11,025,000

本業務の遂行に当たっては、豪雪地帯に関する豊富な知識と幅広い経験が必要であるばかりでなく、克雪・利雪
に関する方策について技術的かつ総合的な見識が必須である。財団法人日本システム開発研究所は、克雪・利雪
技術研究会（昭和60年４月設立）を自ら設立し、遊雪・利雪国際見本市、国際シンポジウムなどを自ら主催する
など、雪に関する新技術を活用した地域づくりについて社会的な貢献に寄与するとともに 新の情報収集に努め
ている。さらに、昭和60・61年度の「利雪型地域開発計画調査」(旧東北地方建設局)に始まり、「住民参加によ
る雪国づくり促進方策検討調査」(平成12年度(旧国土庁))や「雪国の特性を活かした多自然居住地域の創造のあ
り方調査」（平成13・14年度(都市・地域整備局))他、積雪・寒冷対策について豊富な調査実績を有するととも
に、資源・エネルギー、景観等の同研究所内の他の専門分野と幅広い分野の研究を実施、複数分野の専門スタッ
フ同士の連携による研究を多数実施しており、豪雪地帯の環境や社会状況に関して総合的な見識を有している。
また、今回の調査の基礎データなる平成15、16年度に「雪に関する新技術を活用した地域づくり促進方策検討調
査」（都市・地域整備局）を実施し、環境に配慮した新技術にも精通しているため。（会計法第２９条の３第４
項及び予決令１０２条の４第３号））

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争を実施

640
地域づくり全国交流会
議唐津大会実行委員会

地域づくり全国交流会議唐
津大会開催業務

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月29日 4,000,000

「地域づくり全国交流会議」は、地域づくり活動に関する様々な課題について、地域づくり活動に取り組んでい
る実践家・地域住民・行政担当者が情報交換等を行うことによって地域活性化の推進の一助とする事を目的とし
て昭和63年度より開催しており、全国地域づくり推進協議会・関係地方公共団体・国土交通省が緊密な連携のも
と、一体となって主催している。　各会議の企画運営に当たっては、従来より、開催地の自治体の長を会長とす
る「実行委員会」を組織し、取り組むことを常としており、「地域づくり全国交流会議唐津大会」の開催に当
たっても、昨年、佐賀県唐津市より全国地域づくり推進協議会へ平成１７年１月１日に１市６町１村で合併を果
たした新生「唐津市」の地域づくり活動を全国に発信したいとのことで、全国で唯一申請があり、本年７月１４
日に開催された全国地域づくり推進協議会総会において開催の了承を得たため、佐賀県唐津市長を会長とする
「地域づくり全国交流会議唐津大会実行委員会」を設置し、全国地域づくり推進協議会・佐賀県・唐津市・国土
交通省が一体となって会議の企画運営を行うことにしている。　また、本会議は、地域づくり活動に取り組んで
いる実践家・地域住民・行政担当者等が、その共通する課題や特色ある地域づくり活動についての情報交換等を
総合的に行うためのプログラムを準備し、円滑かつ総合的に運営しなければならないことから、一つの請負者に
開催業務を集約することが求められる。さらに、本会議では、開催地や近隣の地域で実際に地域づくりに取り組
んでいる団体等が参加するプログラムを準備する予定であり、今年度の開催地である佐賀県及び唐津市が会議の
企画運営に関与することが必要不可欠であり、また、実行委員会事務局を唐津市職員で構成するため、人件費の
負担も生じない。　以上のことから、「地域づくり全国交流会議唐津大会」の開催業務の相手先として、「地域
づくり全国交流会議唐津大会実行委員会」をおいて他にはない。したがって、本業務については、予決令第１０
２条の４第３号に基づき、契約相手先と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

641
地域づくり実践カレッ
ジin遠野実行委員会

地域づくり実践カレッジin
遠野開催業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年8月10日 4,000,000

「地域づくり実践カレッジ」は、地域づくり活動に関する様々な課題について、地域づくり活動に取り組んでい
る実践家・地域住民・行政担当者等が情報交換等を行うことによって地域活性化の推進の一助とすることを目的
として、地域づくり活動を発展・拡大させるための交流と触発を促し、地域を活性化するという目的を共有する
全国地域づくり推進協議会、関係地方公共団体（関係都道府県及び市町村）、国土交通省が緊密な連携のもと、
一体となってこれまで毎回開催してきたところである。当会議の企画運営に当たっては、従来より、開催地の自
治体の長を会長とする「実行委員会」を組織し、取り組んでおり、「地域づくり実践カレッジ」の開催に当たっ
ても、昨年、岩手県遠野市より全国地域づくり推進協議会へ平成１７年１０月１日に１市１村で合併予定の新生
「遠野市」の地域づくり活動を全国に発信したいとのことで、全国で唯一申請があり、本年７月１４日に開催さ
れた全国地域づくり推進協議会総会において開催の了承を得たため、岩手県遠野市長を会長とする「地域づくり
実践カレッジｉｎ遠野実行委員会」を設置し、全国地域づくり推進協議会・岩手県・遠野市・国土交通省が一体
となって会議の企画運営を行うことにしている。さらに、本会議は、地域づくり活動に取り組んでいる実践家・
地域住民・行政担当者等が、その共通する課題や特色ある地域づくり活動についての情報交換等を総合的に行う
ためのプログラムを準備し、円滑かつ総合的に運営する必要があるため、一つの請負業者に開催業務を集約する
ことが求められる。さらに、本カレッジでは、開催地や近隣の地域で実際に地域づくりに取り組んでいる団体等
が参加するプログラムを準備する予定であり、今年度の開催地である岩手県及び遠野市が会議の企画運営に関与
することが必要不可欠である。また、実行委員会事務局を遠野市職員で構成するため、人件費の負担も生じな
い。以上のことから「地域づくり実践カレッジｉｎ遠野」の開催業務の相手先は、「地域づくり実践カレッジｉ
ｎ遠野実行委員会」をおいて他にはない。したがって、本業務については、予決令１０２条の４第３号に基づ
き、契約相手先と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
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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（具体的かつ簡潔に記載）
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点検の結果 講ずる措置 備考

642 （株）計画技術研究所
平成１７年度自立した地域
づくりの継承方策の検討調
査業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年8月19日 9,870,000

本業務の遂行にあたっては、平成１６年度に実施された同調査の主旨及び内容等を熟知していることが不可欠で
あるだけでなく、国内外の地域づくりに関する豊富な知識と幅広い経験が必要であるとともに、地域住民等の主
体的な参加による活動・取り組みについての実践的経験や、そうした活動を展開していくための要件や課題等に
対する総合的な見識が必須である。株式会社計画技術研究所は、「まちづくりＮＰＯの活動と支援のしくみに関
する調査（(財)民間都市開発推進機構）」や「まつり空間の形成を通じた魅力ある地域づくり調査(都市・地域
整備局)」、「勝田町振興計画策定(岡山県勝田町)」等の業務を通じて、海外事例を含めた地域づくりの実態や
動向について把握するとともに、「土地利用計画策定における住民参加のあり方に関する調査研究(土地・水資
源局)」や「足助町地区土地利用調整基本計画策定支援事業(愛知県旧足助町)」等の業務により、住民参加型の
活動・取り組みについて総合的な見識を有している。また、同業者は、地域づくりを推進するための現場レベル
のワークショップに数多く携わるなど、現場レベルでの実践的経験や現状に関する豊富な知識を有する。本調査
では、平成１６年度の調査で整理された課題を踏まえて解決方策及び支援策を検討することとしており、過年度
の調査を実施した同業者は、これら地域づくりの現状や課題等について熟知しているため。（会計法第２９条の
３第４項及び予決令１０２条の４第３号））

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争を実施

643 白浜町総合振興協議会
リゾート地域の活性化方策
に関する調査（千葉県）業
務

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月4日 4,462,500

　本業務は、総合保養地域整備法（リゾート法）による重点整備地区において、地元自治体、リゾート施設運営
事業者、地域住民、ＮＰＯ等の多様な主体が連携して地域の活性化のために取り組む活動を支援し、併せて地域
における人材を育成することにより、リゾート地域の活性化を図ることを目的とするものである。本業務の遂行
に当たっては、その実施地域におけるこれまでのリゾート整備の状況等について十分な情報を有することに加え
て、地元自治体や地域住民等が連携して実施している地域づくり等に関する取組について、その企画、立案に対
する知見を有し、当該取組の実施について、豊富な経験を有することが必要不可欠である。白浜町総合振興協議
会は、地域経済が衰退してきた町を活性化するため、住民の若年や高齢を問わず、産業である農業、水産業、商
工観光業や生活に密接した教育、文化、スポーツ、健康に関する保健・福祉に関係する人々が集まり、平成３年
に設置された町の諮問機関である。これまでに、県や農林水産省からの補助事業に携わり、本調査対象地域にお
ける観光資源、既存の観光プログラムに精通している。また、地元行政、観光業界、住民等から組織された委員
会の意向を踏まえた体験プログラムの作成に向けた基礎的調査等の活動も行ってきており、その蓄積されたデー
タ及び委員会運営実績は本調査を実施する上で必要不可欠なものとなっている。以上のことから、本業務を効率
的かつ確実に実施できる契約相手先は白浜町総合振興協議会をおいて他にない。（会計法第２９条の３第４項並
びに予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

644
ＮＰＯ法人　和歌山観
光医療産業創造ネット
ワーク

リゾート地域の活性化方策
に関する調査（和歌山県）
業務

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月4日 4,500,000

　本業務は、総合保養地域整備法（リゾート法）による重点整備地区において、地元自治体、リゾート施設運営
事業者、地域住民、ＮＰＯ等の多様な主体が連携して地域の活性化のために取り組む活動を支援し、併せて地域
における人材を育成することにより、リゾート地域の活性化を図ることを目的とするものである。本業務の遂行
に当たっては、その実施地域におけるこれまでのリゾート整備の状況等について十分な情報を有することに加え
て、地元自治体や地域住民等が連携して実施している地域づくり等に関する取組について、その企画、立案に対
する知見を有し、当該取組の実施について、豊富な経験を有することが必要不可欠である。特定非営利活動法人
和歌山観光医療産業創造ネットワークは、地域の特徴ある基盤産業である観光産業と、２１世紀の成長産業と期
待されている医療、特に予防医療産業とを融合させた新しい観光医療産業を、他地域に先駆けて創出、育成、集
積させることにより、都市ブランドの構築をおこなうとともに、地域経済の再生並びに住民や訪問客の心と身体
の健康を増進し、魅力があり活力のあるまちづくりに寄与することを目的に活動しており、和歌山県の経済・産
業・地域開発・企業進出などの動向について情報収集及び調査・分析を行い、地域に役立つ的確な情報と地域の
活性化に貢献する調査研究成果を提供している。また、本調査対象地域における観光資源、既存の観光プログラ
ムに精通しているとともに、地元行政、観光業界、住民等から組織された委員会の意向を踏まえた体験プログラ
ムの作成に向けた基礎的調査を行っており、昨年度においては、「全国都市再生モデル調査（癒し・健康・予防
医療を核とした新観光産業育成による都市再生プラン調査）」の委託を受けている。これまでに蓄積されたデー
タ及び委員会運営実績は本調査を実施する上で必要不可欠なものとなっている。以上のことから、本業務を効率
的かつ確実に実施できる契約相手先は特定非営利活動法人和歌山観光医療産業創造ネットワークをおいて他にな
い。（会計法第２９条の３第４項並びに予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

645 小諸再生プロジェクト
リゾート地域の活性化方策
に関する調査（長野県）業
務

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月4日 4,494,000

　本業務は、総合保養地域整備法（リゾート法）による重点整備地区において、地元自治体、リゾート施設運営
事業者、地域住民、ＮＰＯ等の多様な主体が連携して地域の活性化のために取り組む活動を支援し、併せて地域
における人材を育成することにより、リゾート地域の活性化を図ることを目的とするものである。本業務の遂行
に当たっては、その実施地域におけるこれまでのリゾート整備の状況等について十分な情報を有することに加え
て、地元自治体や地域住民等が連携して実施している地域づくり等に関する取組について、その企画、立案に対
する知見を有し、当該取組の実施について、豊富な経験を有することが必要不可欠である。小諸再生プロジェク
トは、小諸地域における豊かな自然環境と歴史・観光資源を「新しい目」で見直し、埋もれている魅力・価値を
自分たちの力で見つけ、活用することを通して「地域の誇り」を再認識し、活性化に繋げることを目的に設置さ
れており、そのため、本調査対象地域における観光資源、既存の観光プログラムに精通しているとともに、地元
行政、観光業界、住民等から組織された委員会の意向を踏まえた体験プログラムの作成に向けた基礎的調査を
行っており、その蓄積されたデータ及び委員会運営実績は本調査を実施する上で必要不可欠なものとなってい
る。以上のことから、本業務を効率的かつ確実に実施できる契約相手先は小諸再生プロジェクトをおいて他にな
い。（会計法第２９条の３第４項並びに予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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646 熊野川部会
半島地域自立発展促進事業
（紀伊地域）業務

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月4日 4,998,000

本調査は、「川の古道／世界遺産・熊野川」の魅力をまるごと体感できる交流空間づくりをテーマとし、豊かな
自然環境、歴史的・文化的資源を利活用し、熊野川周辺を人々が集う交流空間として地域振興や観光振興につな
げることで、地域の自立的発展の促進を図るものである。このため、本調査の実施に当たっては、対象地域にお
ける観光資源等の地域資源に精通しているとともに、其の魅力ある地域資源の商品化や情報発信の手法にも精通
している業者と契約する必要がある。熊野川部会は、東紀州地域交流空間創造事業の一環として立ち上げられた
部会であり、東紀州地域の豊かな自然環境、歴史的・文化的資源を利活用した景観や街並みを創造していくこと
で、個性豊かな魅力あるまちづくりを推進し、地域振興や観光振興につなげていくことを目的に活動している。
活動にあたっては、地元企業、地域住民と行政、各種関係団体等との相互連携・協力によるネットワークを構築
しており、地域における取組により蓄積されたデータは本業務を実施する上で必要不可欠なものとなっている。
また、東紀州地域交流空間創造事業は、当部会のほか、松本峠・熊野市部会、風伝峠部会、馬越峠・尾鷲市部
会、ツヅラト峠・荷坂峠部会、馬越峠・海山町部会の６部会の整備計画の策定を行っており、地域振興・地域活
性化事業に対したノウハウを備えている。このような特に地域に根付いた情報や知識、技術及び経験を有する者
は同部会をおいて他にはない。以上のように、本調査の遂行のための要件を満たすのは上記部会のみであり、同
部会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

647
ＮＰＯ法人　桜島
ミュージアム

半島地域自立発展促進事業
（大隅地域）業務

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月4日 4,998,000

　本調査の実施地域である桜島地域（旧桜島町及び東桜島地区）は、鹿児島市街地から海を隔てており鹿児島市
の中でも過疎化、高齢化が特に顕著である。そのため、地域の活性化が喫緊の課題となっている。本調査は、こ
のような状況のなかで、地元の民間団体が主体となり「桜島エコミュージアム構想」の一環として、「まちの案
内人」の育成、観光ガイドの拠点整備、観光客等の受入体制システムを構築し、地域の自立的発展を図るもので
ある。このため、本調査の実施に当たっては、対象地域における観光資源等の地域資源に精通しているととも
に、其の魅力ある地域資源の商品化や情報発信の手法にも精通している業者と契約する必要がある。特定非営利
活動法人桜島ミュージアムは、桜島をまるごと博物館と考え、桜島や火山・砂防についての資料の収集保存、調
査研究、教育普及に関する事業を行い、その成果を観光、教育、地域振興、福祉、防災等に生かし、地域の
人々、児童・生徒を含む子供たち、観光客など、多くの人々に対する生涯学習、環境学習、地域づくり活動に寄
与することを目的に活動している。当法人の活動にあたっては、地元企業、地域住民と行政、各種関係団体等と
の相互連携・協力によるネットワークを構築しており、地域における取組により蓄積されたデータは本業務を実
施する上で必要不可欠なものとなっている。また、これまでも桜島の自然と文化を体験するイベントを継続して
行っており、他にも教育普及事業の一環として、地域内の小・中学校の総合学習教室の企画や研修・講演等、地
域振興・地域活性化事業に携わってきており、このような特に地域に根付いた情報や知識、技術及び経験を有す
る者は同法人をおいて他にはない。以上のように、本調査の遂行のための要件を満たすのは上記法人のみであ
り、同法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

648
ＮＰＯ法人　千葉自然
学校

半島地域自立発展促進事業
（南房総地域）業務

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月4日 4,999,999

　本調査は、南房総地域内に散在する参加体験活動実施団体と連携・協働し、新たな観光プログラムの開発及び
受入・誘致業務の構築、実証実験を実施することで今後の効率的・効果的な事業展開を推進することを目的とし
たものである。このため、本調査の実施に当たっては、対象地域における観光資源等の地域資源に精通している
とともに、その魅力ある地域資源の商品化や情報発信の手法にも精通している業者と契約する必要がある。特定
非営利活動法人千葉自然学校は、地域の人材を活用した自然体験指導者養成を行い、自然・産物・産業、伝統文
化、景観等を活かしたプログラム開発や調査研究等を行っており、また、すでに地域内で活動している多くの自
然体験学校等と連携し、普及啓発、利用促進等を行うことで、地域の活性化や振興に新たな活路を拓き、併せ
て、生産、生活環境整備や自然環境の保全に繋げることを目的として活動を行っている法人である。また、これ
まで県事業の一環として「指導者養成事業」「千葉県の自然を活用したモデルプログラム実証実験事業」「グ
リーン・ブルーツーリズムモデル事業」等、平成１６年度には農林水産省関東農政局の「過疎地の遊休地域資源
を地域の魅力に転換する手法に関する調査」を実施しており、地元企業、地域住民と行政、各種関係団体等との
相互連携・協力によるネットワークを構築している。地域における取組により蓄積されたデータは本業務を実施
する上で必要不可欠なものとなっている。このような特に地域に根付いた情報や知識、技術及び経験を有する者
は同法人をおいて他にはない。以上のように、本調査の遂行のための要件を満たすのは上記法人のみであり、同
法人と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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649 （株）京都イングス
半島地域自立発展促進事業
（丹後地域）業務

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月4日 4,998,000

本調査は、豊かな自然と歴史遺産が数多く残されている丹後半島地域を「温泉」「海洋資源」「森林」等を活用
し丹後をストレスフリーの心と体の健康増進拠点（リフレッシュエリア丹後）とし、健康、癒しをキーワードに
した地域内・外の観光交流空間を構築するための検討を図るものである。このため、本調査の実施に当たって
は、対象地域における観光資源等の地域資源に精通しているとともに、其の魅力ある地域資源の商品化や情報発
信の手法にも精通している業者と契約する必要がある。株式会社京都イングスは、京都府舞鶴市を基盤に、中心
市街地を中心とした福祉・商店街活性化・市民プラザの運営・道づくりなど市民参加を中心に取り組み、中心市
街地と合わせて、観光まちづくりを行っている会社である。当会社の活動にあたっては、地元企業、地域住民と
行政、各種関係団体等との相互連携・協力によるネットワークを構築しており、地域における取組により蓄積さ
れたデータは本業務を実施する上で必要不可欠なものとなっている。また、これまでも環境省の「国立公園等エ
コツーリズム推進モデル事業」等、農林水産省の「グリーンツーリズム総合戦略推進事業」等、文部科学省の
「子供体験型環境学習推進事業」等、地域振興・地域活性化事業に携わってきており、このような特に地域に根
付いた情報や知識、技術及び経験を有する者は同会社をおいて他にはない。以上のように、本調査の遂行のため
の要件を満たすのは上記会社のみであり、同社と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

650 （株）日本総研

地方の創意と工夫を活かし
た個性的・魅力的な世界都
市づくり事業調査業務の実
施について

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年8月24日 8,106,000

　本調査の実施機関としては、地方の活性化に関して国際的な情報収集力があり、多方面にわたるネットワーク
があること、全国地方都市の情報の十分な収集・解析能力を有していること、国際シンポジウム及び地方都市交
流分野に関して経験豊富なスタッフがそろっていることなどが前提となるものであるが、（株）日本総合研究所
は、海外４箇所（ニューヨーク、ロンドン、シンガポール、香港）に情報収集拠点を有していることに加え、国
内的にも全国に情報ネットワークを有し、過去１０年以上にわたり本調査に関して良好な成果をあげている実績
があるとともに、その蓄積されたデータは本調査において必要不可欠なものとなっている。また、全国各地の地
域振興計画を多角的に分析し、国内地方都市及び海外地方都市のデータ・ベースの収集・解析能力を有している
と判断されるところである。さらに、国際シンポジウム及び地方都市交流分野に関しても、平成13年度に社会福
祉・医療事業団主催の「国際ボランティア活動ファーラム」の企画・運営、平成10年度に国土庁主催の「産業遺
産を活用した地域活性化」の国際シンポジウムの企画等に参画していることなどから、十分な実績や経験豊富な
スタッフを有しているものと判断される。また、平成16年度「地方の創意工夫を活かした個性的・魅力的な世界
都市づくり事業調査業務」(国土交通省)の受注実績により、同事業調査業務の詳細を把握しており、本調査を行
う上で、特に高度な技術又は経験を有する者は、同社をおいて他にはないため。（会計法第２９条の３第４項及
び予決令第１０２条の４第３号に該当)

見直しの余地が
あり

平成１９年度より企
画競争を実施

651
（株）エックス都市研
究所

交流推進の評価に関する調
査業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月13日 6,195,000

本業務の遂行に当たっては、各種事業における評価に係る豊富な知識と経験を有すること、さらに地域間交流支
援事業、都市地方連携推進事業及び豪雪地帯対策特別事業の各事業に関する内容及び実施状況等の把握や事業に
即した評価実施能力が不可欠である。株式会社エックス都市研究所は、山村地域固有の資源を活用した地域活性
化方策の検討を行った「林業地域総合整備事業を活用した山村地域活性化調査」（宮崎県）や、既存の社会資本
整備における効果評価手法の動向を整理し、幹線道路整備の便益分析手法の検討等を行った「土地有効利用事業
を活用した幹線道路における沿道整備方策検討調査」（都市地域整備公団）等を通じて、定量的な評価に関して
多角的な分析を実施している。また、同業者は、平成１３年度には「地域間交流支援事業推進調査業務」を、１
４年度には「交流事業推進及び評価方策調査業務」、１５年度には「平成１５年度地域間交流活動評価調査業
務」、１６年度には「交流推進等モデル事業評価方策調査業務」を国土交通省から請負い、交流事業の成果やそ
れを評価するための指標について整理するとともに、評価手法や継続性に係る要因等について調査分析してい
る。本調査は、１６年度までの調査の事業評価の成果や評価手法を活用して、詳細な調査・整理や新たな指標の
検討を行うものであり、１６年度までの調査について熟知していることが不可欠であるため。（会計法第２９条
の３第４項及び予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争を実施

652

特定非営利活動法人１
００万人のふるさと回
帰・循環運動推進・支
援センター

「ふるさと回帰フェア２０
０５」参加者のふるさと暮
らし等に関する調査

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年8月1日 3,000,000

「ふるさと回帰フェア２００５」は、特定非営利活動法人１００万人のふるさと回帰・循環運動推進・支援セン
ター（以下、ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センターという）が主催し、共催として国土交通省をはじめ総務省、
農林水産省、環境省、オーライ！日本会議等が参加するものであり、ふるさと回帰の推進を目的とした極めて公
的な事業である。ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センターの構成団体は、全国農業協同組合中央会、日本労働組合
総連合会、日本経済団体連合会、日本生活協同組合連合会などであり、「１００万人のふるさと回帰・循環運
動」に取り組み、これまでの具体的な活動としては、各地方公共団体に対するふるさと回帰支援センターの設立
支援、ふるさと暮らしセミナーなどの研修会の実施、アンケート調査の実施、ホームページやメールマガジンな
どによる各種情報提供、調査研究事業等を行ってきている。このようにＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センターの
活動は、当省が推進するＵＪＩターンの支援と一致するもので、その実績は前述のとおりであり、「ふるさと回
帰フェア２００５」はＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センターが主催し、当省が共催しており、効率的かつ効果的
に参加者に対するアンケート調査を実施するために参加申し込みと同時に回収することとしていることから、ア
ンケート調査及び情報提供を実施する上で、相当のノウハウを持つ当該ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター以
外に当該業務を遂行できる団体は他にないため、本業務の契約相手方として選定するものである。（会計法２９
条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争を実施
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653 （株）価値総合研究所
地域づくりインターン事業
フォローアップ調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月1日 10,000,000

本業務は、平成１２年度から国土交通省が実施している「若者の地方体験交流支援事業」について、これまでの
事業のフォローアップを行い、事業を円滑かつ効果的に推進するため、受入地域及びインターン生の双方の観点
から、それぞれに係る課題及び問題点等についての整理・検討を行うものである。本業務の実施には、地方自治
体等が地域において実施している体験型交流事業及び地域づくり活動に関する施策及び実績を含め幅広い地方振
興施策についての専門的な知見を有し、かつ国土交通省が平成１２年度から実施している「若者の地方体験交流
支援事業」の業務内容を熟知している業者を選定する必要がある。株式会社価値総合研究所は、「若年者の交流
を通じた地域活性化支援調査(若年層を対象とした体験型交流等事業に関する現状調査)」(平成１１年度地域活
性化施策推進費)の受託実績により、体験型交流事業及びそれを活用した地方振興施策について高度に専門的知
見を有することが確認されている。また、平成１２年度から「若者の地方体験交流支援事業運営業務」（国土交
通省）を毎年度受注しており、事業の詳細を把握しているとともに、本業務に係る必要かつ十分な能力を有する
ものは同研究所をおいて他にない。よって株式会社価値総合研究所と随意契約を行うものである。（会計法２９
条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争を実施

654
えちご川口体験交流推
進協議会

リゾート地域の活性化方策
に関する調査（新潟県）

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月1日 4,499,250

　本業務は、総合保養地域整備法（リゾート法）による重点整備地区において、地元自治体、リゾート施設運営
事業者、地域住民、ＮＰＯ等の多様な主体が連携して地域の活性化のために取り組む活動を支援し、併せて地域
における人材を育成することにより、リゾート地域の活性化を図ることを目的とするものである。本業務の遂行
に当たっては、その実施地域におけるこれまでのリゾート整備の状況等について十分な情報を有することに加え
て、地元自治体や地域住民等が連携して実施している地域づくり等に関する取組について、その企画、立案に対
する知見を有し、当該取組の実施について、豊富な経験を有することが必要不可欠である。えちご川口体験交流
推進協議会は、川口町の持つ魅力（自然や景観、人、地場産業や歴史文化など）を活用した新たな体験交流プロ
グラムの構築とそのプログラムを活用した観光交流事業の推進に取り組んでいる団体である。そのため、本調査
対象地域における観光資源、既存の観光プログラムに精通しているとともに、地元行政、観光業界、住民等から
の意向を踏まえた体験プログラムの作成に向けた基礎的調査も行っており、その蓄積されたデータは本調査を実
施する上で必要不可欠なものとなっている。以上のことから、本業務を効率的かつ確実に実施できる契約相手先
はえちご川口体験交流推進協議会をおいて他にない。（会計法第２９条の３第４項並びに予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

655 （株）プレック研究所
半島地域自立発展促進事業
（紀伊地域）業務その２

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月1日 4,494,000

本調査は、『紀伊山地の霊場と参詣道』の保全と活用の方向性と具体的な施策を盛り込んだ「和歌山県世界遺産
保全・活用プラン」に定める「来訪者の受け入れ態勢の整備」の推進、特にハード面の整備にあたり、和歌山県
下の世界遺産登録地及び周辺地域のサイン、トイレ、休憩施設等の中長期的な整備マスタープランを策定するこ
とによって、より効果的・効率的な整備事業推進に資することを目的とするものである。このため、本調査の実
施に当たっては、対象地域における観光資源等の地域資源に精通しているとともに、その魅力ある地域資源の商
品化や情報発信の手法にも精通している業者と契約する必要がある。株式会社プレック研究所は、地球温暖化、
生物多様性、都市再生、防災安全、文化財保護の５分野を 重点分野として全国横断的な５つの研究センターに
おいて、環境調査・システム開発・環境共生計画・行政計画等の調査研究・技術支援を行っている企業である。
また、昨年度においては国土交通省の調査事業である「名古屋大都市地域における緑地等の保全・創出に関する
基礎調査」、「首都圏の都市環境インフラの保全等推進に係る評価手法調査」、「世界自然遺産登録のための外
来生物対策基礎調査」を実施しており、その他にも各地方整備局より多数の調査事業を請け負っており、地元企
業、地域住民と行政、各種関係団体等との相互連携・協力によるネットワークを構築している。地域における取
組により蓄積されたデータは本業務を実施する上で必要不可欠なものとなっている。このような特に地域に根付
いた情報や知識、技術及び経験を有する者は同企業をおいて他にはない。以上のように、本調査の遂行のための
要件を満たすのは上記企業のみであり、同企業と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

656 （株）都市環境研究所
平成１７年度都市農山漁村
連携交流推進調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月15日 11,235,000

都市と農山漁村の連携・交流については、関係省副大臣から構成される「都市と農山漁村の共生・対流を進める
プロジェクトチーム」が設置されるなど重要な政策課題とされているなかで、今後人口減少等の課題に直面して
いく地方都市において、周辺の農山漁村との交流促進を通じた活性化を図っていくことが期待されている。他
方、都市と農山漁村の交流については大都市と農山漁村のような遠距離となっているケースが多く、地方都市に
注目した身近な交流については実態も十分に把握されておらず、現状調査や促進手法の開発が必要である。した
がって、当調査を円滑に行うためには、大都市と農山漁村の両面の計画策定・整備手法等について精通し、双方
の実情を理解することが必要である。また、併せて、これらの情報を精査し、適切な方向性を見いだすことが求
められる。株式会社都市環境研究所は、都市政策を主たる業務としつつ地方自治体の農山村地域振興計画の策定
を通じ農山漁村の計画策定・整備手法について精通し、また「都市農山漁村連携推進方策調査」等を実施するな
ど本調査の手法検討に必要となる都市側と農山漁村側双方の実状、及び交流の現状に深い知見を有している。ま
た、国土交通施策についても、「土地利用に関する計画の策定技術に関する調査研究」等の実績を有し、国土政
策に関しても専門的な知見を有している。さらに、株式会社都市環境研究所は、本調査で求められる地域の自立
活性化に関して「過疎地域の自立活性化における課題と具体的解決に関する事例調査」や「地域と大学のあり方
基礎調査」等豊富な研究実績を有しており、本調査の契約相手方としては、これまでの調査実績から十分な執行
能力を有する株式会社都市環境研究所において他にはない。従って、本業務については、予決令第１０２条の４
第３号に基づき契約相手先と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）
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657
（株）日本都市総合研
究所

今後の地方整備のあり方に
関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月25日 7,896,000

本調査の実施機関としては、全国の都市・地域に関して及び地方整備を取り巻く状況に関しての情報収集力があ
り、また十分な解析力を持っていること、さらに都市・地域に関する研究に関して経験豊富なスタッフが揃って
いることなどが前提となるものである。株式会社日本都市総合研究所は、過去に「首都圏整備に関する政策効果
の検証と課題についての基礎的調査業務」、「東北における多自然居住地域整備方策検討調査業務」、「地方拠
点都市地域における整備状況調査業務」を、また平成１４年度から１６年度に本調査の基礎となる「今後の地方
整備のあり方に関する基礎調査業務」を国土交通省より受託しており、多角的な地域政策の分析、効率的な都市
及び地域に関するデータベースの収集・解析が可能であり、その蓄積されたデータは本調査において必要不可欠
なものとなっている。このため、本調査を円滑かつ効果的に実施するためには契約相手方として同社をおいて他
にはない。したがって、本調査については、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づ
き、同社と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争を実施

658
（株）ＵＦＪ総合研究
所

平成１７年度地方拠点都市
地域の総合的整備支援調査
業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月28日 10,978,852

本業務は、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律（以下「地方拠点法」とい
う。）に基づいて指定された８５の地方拠点都市地域に現況調査を実施し、その整備効果及び整備推進上の問題
点を把握するとともに、地方都市圏の整備方策や地域振興制度に係る整理等を通してより効率的な整備の手法に
関する調査を実施し、取りまとめるものである。本業務の遂行に当たっては、地方拠点法及び基本計画の内容等
に精通しており、かつ調査によって得られる多くの情報を効率的にデータベース化するとともに、全国の他地域
との比較等による地方拠点都市地域の整備状況等の把握及び基本計画の内容に即した点検手法等を取りまとめる
能力を必要とする。このため、平成１３年度の「地方拠点都市地域の総合的整備支援調査業務」請負に当たり複
数社に企画提案書を提出させ比較検討を経て上記業者に決定し、上記業者は１３年度以来昨年度まで「地方拠点
都市地域の総合的整備支援調査業務」を受託しており事業進捗状況の調査等継続的な調査を行っている。また、
上記業者は「国土計画の評価に関する調査」、「中枢拠点都市圏の整備推進方策調査」等を実施し、国土施策に
関する調査に多くの実績を有するほか、「静岡県西部地方拠点都市地域基本計画」、「甲府圏域地方拠点都市地
域基本計画」等、全国の地方拠点都市地域において基本計画策定に関する調査を実施している。これらの業務実
績や継続的な調査の必要性から本業務を円滑かつ効果的に実施するためには、契約相手方として株式会社UFJ総
合研究所をおいて他にはないため。（会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に該当）

見直しの余地が
あり
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659
（株）ＵＦＪ総合研究
所

地域振興制度状況調査業務
柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月28日 12,976,425

　本業務は、地域振興制度（豪雪地帯対策特別措置法、低開発地域工業開発促進法等）の現状を調査するととも
に、地方都市圏の一体的整備等の今後の地域振興制度のあり方について検討を行うことを目的とするものであ
る。本業務の遂行に当たっては、現行の地域振興制度に精通しており、かつ調査によって得られる多くの情報を
効率的にデータベース化する能力が必要であるとともに、複数市町村から構成される都市圏の一体的な整備等の
今後の地方整備・地域振興のあり方に関する知見を必要とするものである。上記業者は、「地域振興制度基本調
査」（農林水産省農村振興局、平成14～15年度）や「過疎地域等における効率的な施設利用・整備のための実態
調査」（国土庁地方振興局、平成12年度）などを行っており、各種地域振興法の指定状況や支援内容及び支援制
度の利用状況に関する高い知見を有する。また平成13年度から16年度まで「地方拠点都市地域の総合的整備支援
調査業務」を受託し事業進捗状況の調査等継続的な調査を行っており、地方自治体が一体的に活動を行う地方拠
点都市地域等の現状について十分に把+I76握している。また上記調査業務を通じて地方自治体に対する調査を
行っていることから、調査を遂行し結果を効率的にまとめる体制はとれている。これらの業務実績等から本業務
を円滑かつ効果的に実施するためには、契約相手方として株式会社UFJ総合研究所をおいて他にはないため。
（会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に該当）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争を実施

660 国際航業（株）
地域間交流の促進のための
電子地図の活用方策に関す
る調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月1日 3,990,000

　本調査業務は、地域に関する情報の発信に際し、電子地図を活用することによって効果が期待される利用シー
ン及び電子地図と一体的に掲載すべきコンテンツについて、総合保養地域や半島地域を対象に検討し、具体例と
して提案をするとともに、ベースマップの満たすべき要件（縮尺、データ項目、データ形式等）や、一般に使用
可能なベースマップの使用条件（著作権、対価、その他の留意点等）、利用技術（ハードウェア、アプリケー
ション等）について整理するものである。このため、業務の遂行に当たっては、電子地図及びそれを利用するた
めの条件や技術など、地理情報システム（ＧＩＳ）に関する高度に専門的な知識と豊富な業務経験が必要とされ
る。加えて、国や地方公共団体等の電子地図を用いた情報発信に関する業務の内容にも精通していることが必要
とされる。国際航業株式会社は、事業の柱の一つとしてＧＩＳに関する事業を展開し、企業、官公庁・地方公共
団体等に対して地理情報の調査研究やコンサルティング業務を行っている。また、政府や関係団体におけるＧＩ
Ｓの基盤技術に関する取組へ参加し、また、数多くのＧＩＳデータ作成業務を、国・地方公共団体等から請け負
い、実施するという経験を有している。さらに同社は、ISOの地理情報関連の規格について検討している作業部
会（ISO/TC211）にエキスパートとして参加しているほか、ISO/TC211の国内委員会でもエキスパートとして先導
的な役割を果たすなど、国内の地理情報関連の規格及び標準に関する深い知識を有している。加えて、インター
ネットＧＩＳによる地域向け情報提供サイトの構築及びそれに関する基礎調査の実施経験も豊富である。以上の
ように、本調査の遂行のための要件を満たすのは上記業者のみであり、同社と随意契約を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）
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661 熊本経済同友会
アメニティ・ビレッジとし
ての田園リゾート調査業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月1日 2,000,000

　本業務は、総合保養地域整備法（リゾート法）による重点整備地区において、地域の大学が中心となって、地
元自治体、リゾート施設運営事業者、地域住民、ＮＰＯ等の多様な主体が参画・連携活動を行うことで、リゾー
ト地域の活性化を図るとともに、地域における人材を育成することを目的とするものである。本業務の遂行に当
たっては、その実施地域におけるこれまでのリゾート整備の状況等について十分な情報を有することに加えて、
地元自治体や地域住民等が連携して実施している地域づくり等に関する取組、その企画、立案、実施に関する知
見と豊富な経験を有することが必要不可欠である。社団法人熊本経済同友会は発足して以来、一貫してより良い
経済社会の実現、国民生活の充実のための諸課題に率先して取り組んできており、一企業や特定業種の利害を超
えた幅広い先見的な視野から経済社会の諸問題について考え、各分野にわたる討議・調査・研究などを通じて、
地域住民や自治体、経済界と大学との地域連携活動を推進してきた。このため、同法人は、産官学にわたる多様
な主体が参画している本業務を円滑に実施するだけの調整力を有していると考えられる。以上のことから、本業
務を効率的かつ確実に実施できる契約相手先は同法人をおいて他にない。（会計法第２９条の３第４項並びに予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号）
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662
（財）日本システム開
発研究所

半島地域自立発展促進事業
（半島振興シンポジウムの
開催）業務

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 9,999,990

　「半島振興シンポジウム」は、半島振興法の延長・改正を踏まえ、全国の半島振興対策実施地域の地方自治
体、ＮＰＯ等の多様な主体が一堂に会し、今後の半島振興のあり方を共に考え、その発想を共有し、それぞれの
半島において、さらなる実践に取り組む契機とすることで、半島地域の魅力を広く国民にＰＲするとともに、地
域住民の自立的発展の発想に対する意識の啓発等を図るため開催するものである。　このため、実施に当たって
は、我が国の観光文化・観光産業の活性化に向けた情報発信の手法及び半島地域の産業、地理、歴史、文化等に
ついて精通しており、過去に同程度のシンポジウム等を開催している実績がある業者と契約する必要がある。
財団法人日本システム開発研究所は、地域振興方策などの調査・研究・計画の立案、実現方策の検討などを行っ
ており、平成元年度『半島地域活性化のためのソフト資源活用方策に関する調査』、平成３年度『半島地域にお
ける海上交通の高速化等の推進方策に関する調査』、平成４年度及び平成５年度『半島の振興と役割に関する調
査』、平成７年度『半島地域における産業振興の可能性に関する調査』等の実施により、国内の半島地域の基礎
的データを蓄積している。また、 近では、平成１０年度から１２年度まで『半島地域人づくりモデル調査』、
平成１４年度には「半島地域文化活性化事業」の一環として、丹後半島において国際会議（丹後半島　環境共生
と文化振興のための国際会議）の開催を実施しており、半島における地域振興事例においても実績を有してい
る。これら蓄積されたデータ及び実績は本業務を実施する上で必要不可欠なものとなっている。このような特に
高度な知識、技術及び経験を有する者は同社をおいて他にはない。　以上のように、本調査の遂行のための要件
を満たすのは上記業者のみであり、同社と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争を実施

663
ＮＰＯ法人　子育て支
援ネットワークとくし
ま

ユニバーサルデザインの実
現に向けた多様な主体の参
加プロセス確立に関する調
査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年8月3日 6,209,000

「ＮＰＯ法人子育て支援ネットワークとくしま」は、徳島県において「ユニバーサル徳島マップ」の作成や、ユ
ニバーサルデザイン基本方針の策定に際して障害者団体等との協働態勢の整備など、徳島県内におけるユニバー
サルデザインの実現に向けて様々な先駆的活動を行っており、１７年度全国都市再生モデル調査に採用されたも
のであり応募団体である当団体を契約の相手方としたため（会計法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

664
（社）日本都市計画学
会

平成１７年度地権者の協
調・共同によるまちづくり
事業の枠組に関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月30日 8,591,000
本調査の遂行に必要な米国軍用地の跡地問題及び飛行場跡地の都市計画に関する幅広い知識・知見を豊富に有し
ているため（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より公
募を実施

665
（株）ＵＦＪ総合研究
所

地域の自立安定システムの
ための産業振興策に関する
調査

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月15日 12,289,200
本調査の遂行に必要な調査対象地域における産業振興策についての十分な情報、当該取組についての知見・経験
及び膨大な調査分析を効率的かつ確実に遂行するためのノウハウを有しているため（会計法第２９条の４第４
号）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

666
国立大学法人　京都大
学

全国的な都市再生のための
方策と、その実現のために
政策手段が果たしうる役割
について

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年8月1日 9,998,973

本調査の実施にあたっては当大学の「ファイナンス・ポリシー」研究領域における 新の財政金融工学の研究成
果及び「コミューナル・ポリシー」研究領域においての従来型市場メカニズムでは適切な対処が望めない都市問
題をはじめとする政策分野における政策オプションの探索・分析結果を取り込む必要があるため（会計法第２９
条の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

667
NPO法人アクセシブル
北上

ITを活用した社会環境整備
のユニバーサルデザインに
よる住民満足度の向上

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月17日 6,209,000

本調査は、都市再生本部事務局が行った「モデル調査」の調査対象の募集に応募し、所定の手続きに沿った厳正
な選考の結果、調査内容が「モデル調査」の趣旨と合致していること等総合的見地から、調査対象が選定された
ものであるため、応募団体であるNPO法人アクセシブル北上と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

668 鳥羽商工会議所

鳥羽城趾・旧城下町遺構を
活かした都市観光まちづく
りと歩行者回遊ネットワー
ク整備に関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月20日 6,209,000

本調査は、都市再生本部事務局が行った「モデル調査」の調査対象の募集に応募し、所定の手続きに沿った厳正
な選考の結果、調査内容が「モデル調査」の趣旨と合致していること等総合的見地から、調査対象が選定された
ものであるため、応募団体である鳥羽商工会議所と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項及
び予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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669
（財）社会開発研究セ
ンター

「新たな土地利用マネジメ
ント」調査事業

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月17日 6,209,000

本調査は、都市再生本部事務局が行った「モデル調査」の調査対象の募集に応募し、所定の手続きに沿った厳正
な選考の結果、調査内容が「モデル調査」の趣旨と合致していること等総合的見地から、調査対象が選定された
ものであるため、応募団体である（財）社会開発研究センターと随意契約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

670
甲子園口地区まちづく
り協議会

自転車を 大限に生かした
甲子園口コンパクトタウン
推進計画

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月2日 6,209,000

本調査は、都市再生本部事務局が行った「モデル調査」の調査対象の募集に応募し、所定の手続きに沿った厳正
な選考の結果、調査内容が「モデル調査」の趣旨と合致していること等総合的見地から、調査対象が選定された
ものであるため、応募団体である甲子園口地区まちづくり協議会と随意契約を行うものである。（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

671
国立大学法人神戸大学
工学部建設学科建築史
研究室

鉱山産業遺構を活用したま
ちの再生戦略調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月18日 6,209,000

本調査は、都市再生本部事務局が行った「モデル調査」の調査対象の募集に応募し、所定の手続きに沿った厳正
な選考の結果、調査内容が「モデル調査」の趣旨と合致していること等総合的見地から、調査対象が選定された
ものであるため、応募団体である国立大学法人神戸大学工学部建設学科建築史研究室と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

672
（財）京都市景観・ま
ちづくりセンター

木屋町・都心繁華街の安
心・安全のコミュニティの
形成と地域景観の創造

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月5日 6,209,000

本調査は、都市再生本部事務局が行った「モデル調査」の調査対象の募集に応募し、所定の手続きに沿った厳正
な選考の結果、調査内容が「モデル調査」の趣旨と合致していること等総合的見地から、調査対象が選定された
ものであるため、応募団体である財団法人京都市景観・まちづくりセンターと随意契約を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

673 （株）都市環境研究所
開発許可制度の運用に関す
る実態調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月5日 7,108,500

当該契約予定者は都市計画に関する広汎な知見、情報収集の手法及び高度な分析能力を持ち合わせている。ま
た、本調査は平成１７年度から行っている継続した調査であり、当該契約予定者でなくてはこれまで収集した情
報・事例の効果的な活用が難しく、円滑かつ適正な調査の履行が確保出来なくなるため。（会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争等を実施

674 日本工営（株）
大規模盛土造成地の変動予
測モデル調査業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月7日 5,985,000

本調査は、モデル地域において変動予測を試行し、調査手法の妥当性を検証するものであり、地震時における谷
埋め盛土の変動機構や宅地造成に関する知見、地すべり工学・地盤工学・地形学・地質学等の広範かつ専門的な
知識が必要とされるほか、ＧＩＳや土砂災害情報の提供に関する深い理解が必要であるため、日本工営㈱と随意
契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

675 国際航業（株）
都市・地域行政情報データ
ベース運営

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月17日 7,612,500

平成１２、１３年度に都市計画データを中心に総合的な都市・地域行政に関するデータを計画的・効率的に収集
し、データの分析・加工及び提供を行うシステムとして「都市・地域行政情報データベース」を構築しており、
以降、毎年度本データシステムの機能を発揮するうえで必要不可欠となる基礎データの更新等を行っている。国
際航業株式会社は、本データベースシステムのプログラム等の構築に開発当初より携わっており、その開発に関
するデータを蓄積していることから、本データベースの改良や再構築等を行えるのは上記会社をおいて他にはな
いため。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争等を実施

676
（社）日本地すべり学
会

谷埋め盛土造成地の危険度
評価・安定解析手法に関す
る検討業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月4日 4,063,500

本調査は、地すべりに関する専門的な知識と現行の地すべりの安定解析手法を熟知している必要があり、谷埋め
盛土造成地の危険度判定手法及び安定解析手法の検討を行い、それに基づいた総合的な宅地防災対策の技術的基
準を提案するものである。よって、総合的な見地から検討できる体制及び能力が必要であることから、（社）日
本地すべり学会と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

677
NPO法人都市災害に備
える技術者の会

大地震時における宅地盛土
の被害に関する調査業務

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月20日 2,268,000

本調査は、過去の地震で未曾有の宅地災害を引き起こした阪神・淡路大震災を事例として、大地震時に変状の危
険性のある盛土の特性や復旧手法の実態等を明らかにしようとするものであり、宅地造成に関する知見ばかりで
はなく、地すべり対策や住宅・宅地の復旧対策等、土木工学・建築工学・地盤工学・地形学・地質学等の広範か
つ専門的な知識が必要とされるのみならず、阪神・淡路大震災の復旧経験や現地の地理・地形等に精通している
ことが必要であることから、ＮＰＯ法人都市災害に備える技術者の会と随意契約を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

678
（財）大阪市都市工学
情報センター

地域資源を活用した市街地
整備方策検討調査（大阪
市）

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月8日 5,943,000
「全国都市再生モデル調査」では、「原則として提案団体である地方公共団体等が受託するもの」とされている
ことから、委託先の選定においては提案団体の意向を踏まえる必要がある。本調査においては、提案団体である
大阪市は、（財）大阪市都市工学情報センターが受託することを希望しているため。（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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679
（財）浜松まちづくり
公社

地域資源を活用した市街地
整備方策検討調査（浜松
市）

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月5日 5,943,000

「全国都市再生モデル調査」では、「原則として提案団体である地方公共団体等が受託するもの」とされている
ことから、委託先の選定においては提案団体の意向を踏まえる必要がある。本調査においては、浜松市の推薦を
受けた提案団体である（財）浜松まちづくり公社自らが受託することを希望しているため。（会計法第29条の3
第4項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

680
柏の葉キャンパスシ
ティＩＴコンソーシア
ム

ＩＴ活用によるユニバーサ
ルデザインのまちづくりに
関する実証実験

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月3日 6,209,000
柏の葉キャンパスシティＩＴコンソーシアムは、都市再生本部事務局が行ったモデル調査に応募し、調査対象と
して選定されている（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

681
学校法人
早稲田大学理工学総合
研究センター

新宿地域・大学都市構想検
討調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月3日 6,209,000
新宿地域・大学とまちづくり研究会は、都市再生本部事務局が行ったモデル調査に応募し、調査対象として選定
されている（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

682
都市環境デザイン会議
北海道ブロック

岩見沢市における大学とま
ち・住民・産業との包括的
交流連携によるまちづくり

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月3日 6,209,000
都市環境デザイン会議北海道ブロックは、都市再生本部事務局が行ったモデル調査に応募し、調査対象として選
定されている（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

683 新潟商工会議所
都市型観光推進のための街
路空間軸整備方策調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月3日 6,209,000
新潟商工会議所は、都市再生本部事務局が行ったモデル調査に応募し、調査対象として選定されている（会計法
第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

684 せんばＧＥＮＫＩの会
地域活動グループと大学等
の協働による＜学びの場＞
を核にする都心再生調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月3日 6,209,000
せんばＧＥＮＫＩの会は、都市再生本部事務局が行ったモデル調査に応募し、調査対象として選定されている
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

685 柳川市観光協会
環境保全・景観形成をすす
め、街のにぎわいと観光産
業の良循環をめざす

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月3日 6,209,000
柳川市観光協会は、都市再生本部事務局が行ったモデル調査に応募し、調査対象として選定されている（会計法
第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

686 東日本旅客鉄道（株）
平成１７年度賢い踏切設置
及び効果測定（東日本旅客
鉄道）

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月24日 156,376,500
選定委員会の選定した実施箇所に東日本旅客鉄道（株）の踏切が含まれており、供給者が特定されるため（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
随意契約によらざる
を得ないもの

687 東武鉄道（株）
平成１７年度賢い踏切設置
及び効果測定（東武鉄道）

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月20日 7,609,350
選定委員会の選定した実施箇所に東武鉄道（株）の踏切が含まれており、供給者が特定されるため（会計法第２
９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

688 名古屋鉄道（株）
平成１７年度賢い踏切設置
及び効果測定（名古屋鉄
道）

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月20日 96,832,050
選定委員会の選定した実施箇所に名古屋鉄道（株）の踏切が含まれており、供給者が特定されるため（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
随意契約によらざる
を得ないもの

689 京王電鉄（株）
平成１７年度賢い踏切設置
及び効果測定（京王電鉄）

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月1日 12,033,000
選定委員会の選定した実施箇所に京王電鉄（株）の踏切が含まれており、供給者が特定されるため（会計法第２
９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

690
クラブツーリズム
（株）

平成17年度　「離島ツアー
交流推進」支援事業

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年5月10日 3,306,450

　本事業を実施する業者については、①観光資源の開発及びその評価に十分な能力が求められ、かつ、②特に離
島の観光資源について広範な知見と豊富な実績を有し、③離島観光の動向やニーズについて精通している必要が
ある。  クラブツーリズム株式会社は、様々な個人・企業・団体の多様な旅のニーズに応えた旅行の実施、旅
行・観光及び文化に関する情報提供等を行っている。特に離島地域の観光開発に関しては、専門的な組織を有し
ており、離島地域の観光開発について我が国随一の情報収集能力・企画能力と豊富な実績を有している。同社
は、本業務を行う上で、上記の特に高度な技術または経験を有する唯一の業者である。また、平成12から16年度
に同様の業務を継続的に実施し、十分な成果をあげている。（会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の
４第３号）

その他
18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの



件数
契約の相手方の商号又
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691
つしまブランド化推進
協議会

平成17年度　国境離島の交
流促進方策に関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月22日 9,800,700

  本業務の実施に当たっては、①離島特有の各種資源・機能を有し、②国境の役割を行う外海に位置し、③海外
との交流を促進する要件となる外国(韓国)と隣接して、④さらに市町村合併を経験するなど、全国の離島を代表
する島にスポットをあて、離島の交流促進の施策に対する調査を実施するのに十分な体制を有するとともに、そ
の分析・企画・検討を行うための国民生活、国民意識を含めた社会情勢に対する広範な知見を備えた組織が必要
となる。 つしまブランド化推進協議会は、長崎県と対馬市が連携をとりつつ、さらに対馬島内有識者も数多く
多彩なメンバーで構成されており、①対馬地域における魅力ある地域資源の活用、②国内外からの観光客誘致の
促進を目的として、「観光客受入対策」、「観光商品開発」、「交通網の充実」、「情報発信・イベント推
進」、「人材育成」などについて設立以来、各種課題に積極的に取り組んでいる。また、対馬における社会的・
地理的な環境に関しては、地域密着型の好条件のもと、島の基本的文献・資料や様々な統計データを保有してい
るほか、住民との信頼関係も強く、体系的にスムーズに進行できる。対馬市における総合的な地域活性化の観点
による地域資源の調査・分析等においては、良好な成果が期待できる。上記団体は、本調査の実施において、企
画・分析・検討・取りまとめについて随一の的確な能力を有している唯一の団体である。（会計法第２９条の３
第４項及び予決令１０２条の４第３号）

その他
18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

692
（株）日本スポーツ文
化研究所

平成17年度　アイランﾄﾞテ
ラピー活動検証調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月22日 2,541,000

　本業務の実施に当たっては、①離島の有する各種資源や機能及びその評価に十分に精通しているとともに、②
アイランドテラピー・タラソテラピーの分野での研究の専門家を有し、③本調査のデータの測定が可能な機器や
機材などのハード的な環境を有し、④スポーツ医科学や運動生理学などの健康面での研究の実績がある人材や組
織が必要となる。株式会社日本スポーツ文化研究所は、１９９６年の設立以来、幅広い分野(地域振興、健康、
文化教育、環境、芸術、スポーツ)において調査・研究から計画・設計コンサルタントに取り組んでいる。現
在、同研究所には、スポーツ関係等(環境情報工学、余暇環境論、リゾート論、健康増進論、スポーツ社会学、
スポーツ文化論、地域振興論)の専門家である大学教授を有しているほか、健康や環境・スポーツに関する研究
員をスタッフとして多く有している。さらに、国内外に協力事務所や余暇スポーツ施設関連団体を併設してお
り、国内外の大学研究機関との提携による調査研究や多様な研究テーマについての幅広い角度から基礎研究を
行っている。上記研究所は、アイランドテラピーの総合的な研究について、我が国随一の調査・分析・検証の能
力を有している唯一の会社である。（会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号）

その他
18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

693
（財）自然環境研究セ
ンター

奄美群島生物資源等の産業
化・ネットワーク化調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月31日 11,970,000

この調査を担当するためには、奄美群島に関して各研究機関が保有している生物資源となるデータを効率的に収
集、分析することはもちろんのこと、植物研究という分野において相当に精通し、より多くの研究機関や研究者
から情報提供を受けることが必要となる。（財）自然環境研究センターは環境省を主務官庁とする財団法人であ
り、「野生生物の保護管理」、「生物調査、情報収集・処理」、「自然とのふれあい計画」及び「普及啓発」を
主な業務としており、本調査で必要とされる豊富な知識と技術の蓄積がある。さらに、「奄美群島自然共生プラ
ン」、「奄美群島重要生態系地域調査」等の奄美群島に関する調査は過去に多数あることから、これらの調査を
通じて鹿児島県内や奄美群島内に在住の多くの研究者等との強いつながりを有するとともに、今回の調査内容に
対する知見も豊富であり、本調査の実施にあたり万全の体制を有している唯一の機関である。したがって、本業
務については、予決令第１０２条の４第３号に基づき、（財）自然環境研究センターと随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争を実施

694
（株）ランド・サーベ
イ

平成１７年度奄美群島にお
ける食材・食文化の産業化
調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年8月8日 8,085,000

この調査を担当するためには、奄美群島の地域振興や産業振興に精通しているとともに、奄美群島における長寿
者の実態にも精通していることが不可欠である。（株）ランド・サーベイは、鹿児島県に本社を有する総合研究
機関で、地域政策に関する調査研究、観光・レクリエーションに関する調査研究、産業振興に関する調査研究等
を行っている。平成１６年度には、鹿児島県の「あまみ長寿・子宝プロジェクト戦略ビジョン」の策定を受注し
ており、本調査に必要な奄美群島の長寿者の実態に対する深い見識を有している。また、過年度において、
「笠・龍地区広域活性化事業」（平成１３年度：龍郷町）、「喜界町産業振興計画策定事業」（平成１３年度：
喜界町）及び「奄美大島新町建設計画策定事業」（平成１６年度：奄美大島地域合併協議会）といった奄美群島
を対象とした調査を実施しており、奄美群島の地域振興や産業振興に精通しているとともに地域住民、行政及び
各種関係団体等とのネットワークを有しているとともに、今回の調査内容に対する知見も豊富であり、本調査の
実施にあたり万全の体制を有している。「あまみ長寿・子宝プロジェクト戦略ビジョン」策定及び奄美群島にお
ける過去の調査業務により蓄積されたデータは本調査を実施する上で必要不可欠なものであり、このような地域
に根付いた情報、知識、技術及び経験を有する者は当社をおいて他にはない。したがって、本業務については、
予決令第１０２条の４第３号に基づき、（株）ランド・サーベイと随意契約を行うものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争を実施
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695 （株）野村総合研究所
奄美群島の地域資源を活用
した産業転換に関する調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月18日 8,000,000

この調査を担当するためには、地域における産業振興の知見を有していることが求められることは勿論、外海離
島で亜熱帯気候という特殊要因に関する知見も不可欠である。（株）野村総合研究所は、昭和４０年の設立以
来、各種調査・研究、マネジメントコンサルティング、システムコンサルティングを手掛けており、マネジメン
トコンサルティングの分野だけでも、産業政策や地域振興、新領域事業化、マーケティング戦略、ブランド戦略
など幅広い業務を行政機関や民間企業から多数の受託実績を有している。「地域経済の再生方向に関する基礎調
査（H16：内閣府）」や「神奈川県西地域産業振興調査（H12：広域関東圏産業活性化センター）」、「伊勢志摩
グランドデザイン策定業務（H15：伊勢商工会議所）」など、地域における産業振興調査を多数実施しており、
「映像等コンテンツを活用した地域振興（H16：国土交通省）」や、「山形県地域資源棚卸調査（H15：山形
県）」、「新文化産業創出検討支援（H16：金沢市）」など地域資源を活用した多くの産業振興の調査実績を有
している。また、「沖縄振興計画の評価に関する調査（H15：内閣府）」や「沖縄県IT高度人材育成事業（H15：
沖縄県）」、「中南部都市圏将来展望調査事業（H13：沖縄県）」など奄美群島と同じ外海離島、亜熱帯気候で
ある沖縄における調査実績が多いことも特徴の一つである。（株）野村総合研究所は、上記の調査研究等を通じ
て、地域資源を活用した産業振興、外海離島で亜熱帯気候という特殊要因に対する知見を蓄積しており、それら
の知見を結合させ調査を実施する能力から、本業務については、契約の相手方として当法人をおいて他にはな
い。したがって、本業務については、予決令第１０２条の４第３号に基づき、（株）野村総合研究所と随意契約
を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争を実施

696 （株）UFJ総合研究所
奄美群島における杉花粉等
の飛散状況と活性化に関す
る調査

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月7日 8,452,500

この調査を担当するためには、地域振興や産業振興に精通しているとともに、広範囲にわたる地域の調査能力と
高度な情報分析能力を有していることが不可欠である。（株）ＵＦＪ総合研究所は、地域振興、医療福祉、植生
調査などを専門分野としてあげているシンクタンクであり、調査を遂行するに必要な条件を全て満たしている。
また、観光振興や地域振興等の分野で数多くの調査・研究実績があり、本調査で必要とされる豊富な知識と技術
の蓄積がある。観光振興に関する調査として平成１６年度に「九州におけるクルージングの発展方策に関する調
査研究」（（財）九州運輸振興センター）、平成１５年度に「自立型経済構築に向けた観光・リゾート産業を中
核とした産業の複合化に関する調査」（内閣府沖縄総合事務所）がある。さらに、地域振興に関する調査として
平成１５年から平成１６年にかけて「九州における離島住民から見た交通バリアフリー化に関する調査研究」
（（財）九州運輸振興センター）、平成１１年に「離島航路活性化調査」（旧運輸省）があり、離島地域等の地
域振興策にも精通している唯一の機関である。したがって、本業務については、予決令第１０２条の４第３号に
基づき、（株）ＵＦＪ総合研究所と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１８年度より企
画競争を実施

697 （社）土木学会
汚水処理施設の整備手法に
関する調査業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月3日 9,000,000

　社団法人土木学会は、環境工学を、環境を保全する工学としてとらえ、学問としての体系化を図るとともに、
環境安全な社会を技術面から実現させるところに重点をおいた研究・調査及びこれらの推進を図ることを目的と
して設立された法人であり、汚水処理施設に係る調査検討等を行うための十分な体制が整えられており、本業務
を行う上で必要とされる特に高度で専門的な技術及び経験を有している。また、本業務は、平成15-16年度に実
施した「汚水処理施設の 適配置計画に関する調査」を継続して行っているものであり、同調査結果を踏まえて
取りまとめるものであるが、社団法人土木学会は平成15－16年度において同調査を行っており、本業務委託を行
えるのは、同法人をおいて他にない。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２号の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

698
テンプスタッフ・テク
ノロジー（株）

下水道処理施設維持管理業
者登録システム保守等業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月13日 4,580,108

テンプスタッフ・テクノロジー株式会社は、テンプスタッフ株式会社におけるＩＴ事業部門が分社独立した形
で、平成14年４月に設立された会社であり、平成12年度にテンプスタッフ株式会社が開発した下水道処理施設維
持管理業者登録システムに係る知識・技術及び担当技術者等をすべで引き継いでおり、本システムに関して十分
に熟知している。よって、本業務の遂行にあたって必要とされる知識及び経験を有している者は同社をおいて他
にない。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２号の４第３号）

見直しの余地が
あり

平成１９年度より公
募を実施

699
（財）日本システム開
発研究所

下水道事業の中長期的政策
に関する調査検討業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年8月30日 4,500,000

本業務は、２１世紀の世の中の変化を見据えた上で、四半世紀から１００年といった中長期的視点を踏まえた下
水道のあり方に関する方向性、及びそれらを具体化する様々なアイデアを今後の下水道計画の策定に活用し、か
つ広く国民の理解を得るためのビジョンを示すために必要な情報収集、調査検討を目的としている。当該財団
は、行財政の今後のあり方について調査検討するにあたっては広範な視点及び専門的かつ高度な技術力、経験を
有している。また自主研究として「下水道事業の法適化に関する研究」を実施しており、下水道資産の確実な把
握やライフサイクルコストの効率化など、下水道事業全般についても多くの知見を有している。これらのことか
ら、本業務を行う上で、専門的な技術並びに経験を有する者は、同財団をおいて他にはない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

700 キャル（株）
都市開発資金貸付業務支援
システム機能追加

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月30日 1,732,500

本業務は、現在運用している「都市開発資金貸付業務支援システム」の繰上償還メニューに無利子貸付事業の繰
上償還の登録をする機能を追加する等により、担当職員の業務の円滑化を図るものである。同社は、平成１３年
度に「都市開発資金貸付業務データの移行作業」を、平成１４年度に「都市開発資金貸付業務支援システム開発
業務」を行い、本システムを実際に開発した実績があることから、都市開発資金の貸付メニューや償還計画など
の知識を十分に持っているだけではなく、本システムの構造に精通しており、現在必要となっている機能の追加
を行うことが出来る唯一の業者である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

その他（競争入札若
しくは企画競争に移
行）
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701 富士ゼロックス（株）
電子複写機（高速機）の賃
貸借、保守及び消耗品の供
給

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 6,609,750

本件について、賃貸借料金をより低廉に抑えるとともに、当該賃貸借物件の機能に対する熟練度を踏まえ、一般
競争入札にて平成１５年４月１日に賃貸借契約した機種を再賃貸借使用するものである。また、上記相手方は
も当機種に対する専門知識を有し、故障時の保守管理体制が整備されている唯一の業者である。さらに、当機種
を再々賃貸借使用することにより環境負荷の低廉も可能である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成２０年度以降に
おいて当該事務・事
業を行わないもの
（平成２１年度より
国庫債務負担行為を
計上）

単価
契約

702 富士ゼロックス（株）
電子複写機の賃貸借、保守
及び消耗品の供給

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 11,258,100

本件について、賃貸借料金をより低廉に抑えるとともに、当該賃貸借物件の機能に対する熟練度を踏まえ、一般
競争入札にて平成１５年４月１日に賃貸借契約した機種を再賃貸借使用するものである。また、上記相手方は
も当機種に対する専門知識を有し、故障時の保守管理体制が整備されている唯一の業者である。さらに、当機種
を再々賃貸借使用することにより環境負荷の低廉も可能である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成２０年度以降に
おいて当該事務・事
業を行わないもの
（平成２１年度より
国庫債務負担行為を
計上）

単価
契約

703 リコー（株）
模写電送装置の賃貸借、保
守及び消耗品の供給

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 2,550,450

本件について、賃貸借料金をより低廉に抑えるとともに、当該賃貸借物件の機能に対する熟練度を踏まえ、一般
競争入札にて平成１６年４月１日に賃貸借契約した機種を再賃貸借使用するものである。また、上記相手方は
も当機種に対する専門知識を有し、故障時の保守管理体制が整備されている唯一の業者である。さらに、当機種
を再賃貸借使用することにより環境負荷の低廉も可能である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年度以降に
おいて当該事務・事
業を行わないもの
（平成２０年度より
国庫債務負担行為を
計上）

単価
契約

704
コニカミノルタビジネ
スソリューションズ
（株）

模写電送装置の賃貸借
竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 793,800

本件について、賃貸借料金をより低廉に抑えるとともに、当該賃貸借物件の機能に対する熟練度を踏まえ、一般
競争入札にて平成１５年４月１日に賃貸借契約した機種を再賃貸借使用するものである。また、上記相手方は
も当機種に対する専門知識を有し、故障時の保守管理体制が整備されている唯一の業者である。さらに、当機種
を再々賃貸借使用することにより環境負荷の低廉も可能である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成２０年度以降に
おいて当該事務・事
業を行わないもの
（平成２１年度より
国庫債務負担行為を
計上）

705
東京都個人タクシー協
同組合

一般乗用旅客自動車供給
一式

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 68,183,870

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする東京都個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済
性、利便性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約す
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年度より企
画競争を実施

単価
契約

706
東京都個人タクシー協
同組合

一般乗用旅客自動車供給
一式

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月30日 66,054,650

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする東京都個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済
性、利便性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約す
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年度より企
画競争を実施

単価
契約

707 （株）グリーンキャブ
一般乗用旅客自動車供給
一式

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 1,137,430

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする東京都個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済
性、利便性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約す
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年度より企
画競争を実施

単価
契約

708 （株）グリーンキャブ
一般乗用旅客自動車供給
一式

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月30日 1,244,150

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする東京都個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済
性、利便性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約す
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年度より企
画競争を実施

単価
契約
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709 あずさ監査法人
平成１６年度省庁別財務書
類の作成支援業務（都市開
発資金融通特別会計）

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月7日 51,975

あずさ監査法人は、平成１３年１０月に発足した「財政制度等審議会財政制度分科会法制・公企業会計部会公企
業会計ワーキンググループ」の専門委員として参加している。作成にあったっての「省庁別財務書類の作成基
準」は、同ワーキンググループによって検討され作成されたものであり、同法人は、そのワーキンググループに
当初から専門委員として参加しており、今回の作成基準に非常に精通している。また、財務書類の作成に当たっ
ても、その企業及び団体のもつ特殊性、独自性を十分に熟知している必要があるが、同法人は、平成１４年度に
「新たな特別会計財務書類の作成基準」に基づく財務書類作成の際に、当省所管の特別会計の指導等を行った実
績があり､また、平成１４年度には｢省庁別財務書類の作成基準」に基づく一般会計と特別会計との連結財務書類
作成についても、指導等の実績があるので、当所管における全般的な特殊性､独自性に熟知且つ精通しているさ
らに、平成１４、１５年度の「省庁別財務書類の作成」において、上記法人に作成を依頼したところであり、平
成１４、１５年度の省庁別財務書類の内容にも十分精通しているところである。このため、作成基準及び平成１
４、１５年度省庁別財務書類の内容及び当省所管の事情等の多方面に精通することが必要であり、財務書類を作
成するにあたり必要となる的確な助言等を行うことが可能な業者は、あずさ監査法人以外にはない。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

その他（競争入札若
しくは企画競争に移
行）

710 （有）ひろば
第２３回日韓都市開発協力
会議資料翻訳及び印刷製本
業務

柴田　高博
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月20日 945,000

本業務における、翻訳・印刷製本に必要な資料の具体的な内容は、例えば「防災公園整備の推進」のテーマで
は、防災公園制度の体系、防災公園整備のための事業、基幹的広域防災拠点の整備等、「下水道における都市都
市浸水対策の新たな展開」のテーマでは、都市における浸水対策の方向性、貯留・浸透の積極的導入などの施設
の整備と効果的な運用等であり、都市行政が現在直面している新しい政策課題に関するものである。そこで用い
られる技術的用語も、都市行政に関する技術的用語のみならず、新しい政策課題を表現するための技術的用語も
多数使用されている。これらを本来持たせた意味が伝わる韓国語に正確かつ迅速に翻訳することが出来るために
は、過去の本会議における翻訳実績と、都市行政に関する技術的用語に関する識見及びそれらの用語の意味合い
を正確に韓国語へ翻訳した経験を有することが不可欠である。「有限会社　ひろば」は、前回会議でも、多数の
テーマの翻訳を行い、会議の主目的である都市政策・都市開発分野等の識見を有するだけでなく、日韓の都市行
政分野に係る日本語、韓国語間の翻訳に関する豊富な経験を有するだけでなく正確な翻訳等に所要の成果実績を
あげていることから、本業務の契約の相手方は同社をおいて他にはない。従って会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
平成１９年度より競
争入札に移行

711 ＮＥＣリース（株）
下水道処理施設維持管理業
者登録システムに係る機器
等賃貸借

竹歳　誠
都市・地域整備局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 209,508

 
「下水道処理施設維持管理業者登録システム」は、平成１３年１月の国土交通省発足にあわせ、下水道処理施設
維持管理業者登録業務が地方整備局等に委任されたため、各機関に個別に登録される業者情報を共有化し、もっ
て当該業務を適正に行うことを目的として平成１２年度に開発したシステムである。本契約は、当該システムを
運用するために必要な機器等の賃貸借を行う業務である。本業務の実施には、コンピュータのハードに精通して
いるだけでなく、下水道処理施設　維持管理業者登録システムに精通しているとともに、本システムは国土交通
省ＷＡＮの中　で運用することから、国土交通省のシステムについても精通していることが必要である。ＮＥＣ
リース株式会社は、平成１６年度における「下水道処理施設維持管理業者登録システムに係る機器等賃貸借」を
受注しており、引き続き当該会社から機器等を賃借することにより、機器設置調整等の費用がかからず、安価に
機器等を調達することができる。 （会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２号の４第３号）

見直しの余地が
あり

平成１９年度より公
募を実施

712 （株）三菱総合研究所
平成１７年度　災害復旧事
例データベースシステム改
良業務

清治　真人
河川局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月31日 5,376,000

平成16年度までに検討してきたシステムを改良するもので、同法人は当初よりシステム開発に携わってきてお
り、システムの詳細を熟知していることから、従前のシステム改良というこれまでの業務の一連の業務として作
業を行う必要のある本業務を遂行するのに必要かつ十分な技術的知見と経験を有する唯一の法人である。（予算
決算及び会計令102条の4の第3号）

見直しの余地が
あり

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

713
（株）NHKエンタープ
ライズ

平成１７年度災害映像資料
企画作成業務

清治　真人
河川局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年6月2日 19,992,000

本業務は、防災・防水害に関する国民的な意識を啓発することを目的に、平成１６年に発生した災害に関する映
像資料を企画・作成するものである。（株）NHKエンタープライズ２１は、災害対策基本法における指定公共機
関であり、日本全国に拠点を持つＮＨＫと連携し、豊かな調査・情報収集能力並びに取材力を生かしたニュー
ス、番組制作を行っており、地震や災害映像に関する豊富な人材、知識、経験及び専門性を有している。さら
に、NHKは地震、津波など災害に関する映像や資料を豊富に所有しており、NHKエンタープライズ２１は、素材の
検索、試写テープの利用などを自社でできることにより、効率的かつ安価に資料作成を行うことができ、本業務
を的確に遂行できる唯一の者である。（会計法２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、入札
若しくは企画競争に
移行

714 国際航業（株）
海岸侵食調査と資料作成業
務

清治　真人
河川局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月11日 11,151,000

本業務は、全国の海岸侵食の実態把握と同時に海岸侵食の問題をわかりやすく国民に伝えることを目的とする。
海岸侵食は流砂系や漂砂系の連続性が絶たれることによって生じる海岸特有の現象であることから、本業務を実
施するにあたっては、海岸に関する広範な理解と海岸侵食についての分析力を共に有すること及び短期間で全国
の海岸侵食量を推定する調査能力が必要である。国際航業（株）は、全国の海岸侵食の実態把握に取り組んだ実
績を持ち、また、皆生海岸潜堤外設計業務において、海岸全体の漂砂特性を検討したうえで、サンドリサイクル
計画区間の等深浅モデルを構築し、このモデルを用いた数値シミュレーションを実施するなど、海岸侵食につい
ての分析力も有している。さらに、海岸調査の実績を有する者に対して実施した企画競争によると、国際航業
（株）が履行期限までに全国の海岸について地図データからの侵食量の推定を実施できる唯一の業者である。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の
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715 日本水フォーラム
平成１７年度海外の統合水
資源管理に関する調査業務

清治　真人
河川局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年5月30日 16,989,000

本業務は、国連「水と衛生に関する諮問委員会」において統合水資源管理に関する情報提供とともに海外情報の
入手等を図るものである。本法人の橋本龍太郎会長が国連「水と衛生諮問委員会」の議長を務めていることか
ら、本法人は世界の統合水資源管理に関する議論を本委員会を通じてリードする日本で唯一の機関である。ま
た、非営利の法人として様々な立場の関係者・関係機関と中立・公平に情報収集できる位置にあり、本業務を遂
行できる唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

716 日本水フォーラム
平成１７年度　国際会議等
における河川行政関連情報
収集・発信検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月10日 34,954,500

本業務は、第４回世界水フォーラム等を通じて、世界中に洪水対策や危機管理の重要性を世界に再認識してもら
うとともに、日本の河川行政の経験・技術を発信することを目的とするものである。本法人は、2003年に開催さ
れた第３回世界水フォーラムの事務局の後継組織であり、第４回世界水フォーラムにおけるアジア太平洋地域の
コーディネーターとして本フォーラムの計画立案・企画運営に主体的に関わるとともに、本フォーラムのテーマ
である「危機管理」のビーコン（先導役）として議論のとりまとめを行っていることから、本フォーラムにおい
て、他国の状況を踏まえて日本からの効果的な情報発信内容を検討するとともに、日本からの情報発信を円滑に
行うための会議プログラムの調整や各国政府との調整を行うことができる日本で唯一の機関である。（会計法第
２９条の３第４号）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

717 （株）電通
平成１７年度　防災に関す
る地域フォーラム実施方策
検討業務

清治　真人
河川局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年5月30日 4,896,738

本業務は、防災・防水害に関する国民的総合的な議論を喚起することを目的に、効果的な防災意識啓発のための
フォーラムの実施方策について検討するものである。全国地方新聞社連合会は、全国の地方新聞社４６社４７紙
からなる組織で、加盟各社は、地域を代表する地方新聞社として、地域に密着した報道・取材により、地域特有
の政策課題に関するフォーラムの開催やアンケート調査の実施等により、地域文化の醸成や住民意識の啓発に資
する活動を行っている。また、全国地方新聞社連合会は、「河川文化ディスカバー・フォーラム」を主催するな
ど、全国一斉に、それぞれの地域特性に応じたテーマによるフォーラムの主催についての実績があることから、
本業務の実施にあたっては、全国地方新聞社連合会の協力を得ることが不可欠である。（株）電通は、全国地方
新聞社連合会の事務局を務めており、また、全国地方新聞社連合会が主催するこれ等のフォーラムの企画運営を
行っており、本業務に必要な知識、経験及び専門性を豊富に有していることから、本業務を遂行できる唯一の者
である。（会計法２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３号）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

718 （株）毎日新聞社
国土交通省水害対策啓発広
報業務

清治　真人
河川局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月21日 19,425,000

平成１６年度は、全国的に水害による甚大な被害が発生したことから、災害の検証や地域の貴重な体験などを広
く一般に情報発信し、災害予防の重要性を訴えていく必要がある。本業務は、実際に被害にあった地域から、水
害に関して意見交換等を行う「水害サミット」が開催されることから、それらの概要とあわせて、治水事業の重
要性を新聞掲載によって幅広く全国に広報するものである。上記業者は、「水害サミット」の主催者であり、日
頃から防災に関する意識を持ち、水害に関する十分な知識や情報を有していることから、昨年度の水害被害に関
する貴重な意見及びそれを踏まえた治水事業の重要性について、より効果的に広報できるものと考える。さらに
全国を主たる販売範囲として約３９５万部を発行しおり、幅広い購読層を有している。よって、本業務を適切か
つ効率的に行えるのは、上記業者以外にはなく、随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項
及び予決令１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

719 （財）日本生態系協会
流域から沿岸海域までの土
砂挙動の影響に関する検討
業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月15日 6,930,000

本業務は平成16年度「土砂流出抑制計画検討業務」を受けて流域から沿岸域までの土砂の挙動と生態系への影響
を明らかにし、土砂管理のモニタリング体制について検討するものであり、本業務の遂行に当たって、河川や沿
岸海域における生態系及び流域管理に関する幅広い実績、生態系や生息場の分析に関する高度な技術的知見、平
成16年度「土砂流出抑制計画検討業務」の詳細を把握していることが必要不可欠である。当財団は生態系や流域
管理に関する幅広い業務実績を有し、生態系や生息場の分析に関し衛星画像を用いた解析を行うなど高度な技術
的知見を有し、平成16年度「土砂流出抑制計画検討業務」を実施し詳細を把握しており、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
あり

１８年度以降、企画
競争を実施

720 （財）日本野鳥の会
河川における渡り鳥渡来環
境概略評価検討業務

渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月15日 3,990,000

本業務は、生息の場を湿地および草地に大きく依存する鳥類に必要な環境要素等の整理を行い、全国の湿地およ
び草地等を含めた河川環境の保全に関する検討を行うものである。本業務の遂行にあたっては、全国的な鳥類保
護の観点からの情報収集能力と河川環境に依存する鳥類及びその保全策に関して、総合的・専門的な知見及び実
績を有することが必要不可欠である。当該財団は、全国規模のネットワークを有し、鳥類保護の観点からの全国
的な情報収集が可能であり、湿地性の環境に依存する鳥類の生息状況や渡りの調査など、本業務に関連する多く
の実績を有している。以上より、当該財団は本調査の実施に必要な総合的・専門的な知見及び実績を有してお
り、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
あり

１９年度以降、公募
手続きを導入

721 あずさ監査法人
平成１６年度　治水特別会
計財務諸表書類の作成支援
業務

清治　真人
河川局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月8日 2,102,100

・あずさ監査法人は、「財政制度等審議会財政制度分科会法制・公企業会計部会公企業会計ワーキンググルー
プ」の専門委員として参加している。・「省庁別財務書類の作成指針」に非常に精通している。・平成１５年
度、平成１６年度の作成についても指導等の実績があり、治水特別会計の全般的な特殊性､独自性に熟知且つ精
通している。作成基準と治水特別会計の特殊性、独自性等の両方に精通し、限られた時間での作成に必要となる
的確な指導等を受けることが可能な業者は、あずさ監査法人以外にはない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１８年度以降、競争
入札若しくは企画競
争に移行

722 （株）リコー 電子複写機等の賃貸借等
清治　真人
河川局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 2,612,647
初年度、一般競争による調達を行ったものであり、低価格及び機能習熟度等を踏まえ、次年度以降、リース期間
内において当該業者と随意契約を締結。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年度以降、
国庫債務負担行為を
活用した一般競争入
札を実施予定

単価
契約

723 （株）リコー 電子複写機等の賃貸借等
清治　真人
河川局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 3,367,870
初年度、一般競争による調達を行ったものであり、低価格及び機能習熟度等を踏まえ、次年度以降、リース期間
内において当該業者と随意契約を締結。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成２１年度以降、
国庫債務負担行為を
活用した一般競争入
札を実施予定

単価
契約

724
東京都個人タクシー共
同組合

一般乗用旅客自動車供給
一式

清治　真人
河川局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 33,935,650

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「見直しの余地があり運
賃は認可認可制であり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計
法第２９条の３第４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深
夜（２割増）を中心に営業をする東京都個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想され
ることから経済性、利便性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた
１２社と契約する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年度以降企
画競争を実施

単価
契約
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725
東京都個人タクシー共
同組合

一般乗用旅客自動車供給
一式

清治　真人
河川局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月30日 45,243,150

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「見直しの余地があり運
賃は認可認可制であり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計
法第２９条の３第４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深
夜（２割増）を中心に営業をする東京都個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想され
ることから経済性、利便性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた
１２社と契約する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年度以降企
画競争を実施

単価
契約

726
株式会社グリーンキャ
ブ

一般乗用旅客自動車供給
一式

清治　真人
河川局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 28,390

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「見直しの余地があり運
賃は認可認可制であり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計
法第２９条の３第４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深
夜（２割増）を中心に営業をする東京都個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想され
ることから経済性、利便性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた
１２社と契約する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年度以降企
画競争を実施

単価
契約

727
株式会社グリーンキャ
ブ

一般乗用旅客自動車供給
一式

清治　真人
河川局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月30日 27,250

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「見直しの余地があり運
賃は認可認可制であり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計
法第２９条の３第４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深
夜（２割増）を中心に営業をする東京都個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想され
ることから経済性、利便性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた
１２社と契約する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年度以降企
画競争を実施

単価
契約

728
岩永　勉
東京都建設局長
新宿区西新宿2-8-1

水害統計
渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月19日 1,005,000

本業務は、1年間に全国各地で発生した全ての水害被害の詳細（被災建物毎の浸水深、床面積、世帯数、事業所
従事者数等並びに公共土木施設（補助事業・地方単独事業）被害額及び公益事業等被害額）を網羅的に調査し、
その取りまとめ結果の報告を行うものである。本業務の実施に当たっては、全ての水害発生の事実を把握するこ
とができ、かつ、全ての被災者を対象としてその被害状況の調査・報告を行い得ることが不可欠であり、地方公
共団体のみが本業務を実施可能である。また、本業務を全国統一的に、かつ的確・円滑に実施するためには、地
方公共団体のうち都道府県を業務実施主体とする必要がある。したがって、都道府県が、本業務を遂行できる唯
一の主体である（会計法第29条の3第4項）。

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

729
安藤忠恕
宮崎県知事
宮崎市橘通東2-10-1

水害統計
渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月19日 1,771,000

本業務は、1年間に全国各地で発生した全ての水害被害の詳細（被災建物毎の浸水深、床面積、世帯数、事業所
従事者数等並びに公共土木施設（補助事業・地方単独事業）被害額及び公益事業等被害額）を網羅的に調査し、
その取りまとめ結果の報告を行うものである。本業務の実施に当たっては、全ての水害発生の事実を把握するこ
とができ、かつ、全ての被災者を対象としてその被害状況の調査・報告を行い得ることが不可欠であり、地方公
共団体のみが本業務を実施可能である。また、本業務を全国統一的に、かつ的確・円滑に実施するためには、地
方公共団体のうち都道府県を業務実施主体とする必要がある。したがって、都道府県が、本業務を遂行できる唯
一の主体である（会計法第29条の3第4項）。

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

730 上記の他45道府県 水害統計
渡辺　和足
河川局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月19日 8,924,000

本業務は、1年間に全国各地で発生した全ての水害被害の詳細（被災建物毎の浸水深、床面積、世帯数、事業所
従事者数等並びに公共土木施設（補助事業・地方単独事業）被害額及び公益事業等被害額）を網羅的に調査し、
その取りまとめ結果の報告を行うものである。本業務の実施に当たっては、全ての水害発生の事実を把握するこ
とができ、かつ、全ての被災者を対象としてその被害状況の調査・報告を行い得ることが不可欠であり、地方公
共団体のみが本業務を実施可能である。また、本業務を全国統一的に、かつ的確・円滑に実施するためには、地
方公共団体のうち都道府県を業務実施主体とする必要がある。したがって、都道府県が、本業務を遂行できる唯
一の主体である（会計法第29条の3第4項）。

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

731
ＮＰＯ法人砂防広報セ
ンター

大規模災害区域図パワーポ
イントデータ作成

清治　真人
河川局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年3月2日 604,800 （会計法第２９条の３第５項）
見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

732
ＮＰＯ法人砂防広報セ
ンター

砂防関係イラスト作成
清治　真人
河川局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月1日 367,500 （会計法第２９条の３第５項）
見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

733 （株）リコー
電子複写機の賃貸借、保守
及び消耗品の供給

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 4,327,313

本件について、賃貸借料金をより低廉に抑えるとともに、当該賃貸借物件の機能に対する熟練度を踏まえ、一般
競争入札にて平成１６年４月１日に賃貸借契約した機種を再賃貸借使用するものである。また、上記相手方は
も当機種に対する専門知識を有し、故障時の保守管理体制が整備されている唯一の業者である。さらに、当機種
を再賃貸借使用することにより環境負荷の低廉も可能である。よって他に競合するものではなく、リコー（株）
と随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、順
次、国庫債務負担行
為を活用した一般競
争入札を実施予定

単価
契約

734 富士ゼロックス（株）
電子複写機（カラー）の賃
貸借、保守及び消耗品の供
給

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 22,289,424

本件について、賃貸借料金をより低廉に抑えるとともに、当該賃貸借物件の機能に対する熟練度を踏まえ、一般
競争入札にて平成１６年４月１日に賃貸借契約した機種を再賃貸借使用するものである。また、上記相手方は
も当機種に対する専門知識を有し、故障時の保守管理体制が整備されている唯一の業者である。さらに、当機種
を再賃貸借使用することにより環境負荷の低廉も可能である。よって他に競合するものではなく、富士ゼロック
ス（株）と随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、順
次、国庫債務負担行
為を活用した一般競
争入札を実施予定

単価
契約

735 富士ゼロックス（株）
電子複写機（高速機）の賃
貸借、保守及び消耗品の供
給

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 2,356,559

本件について、賃貸借料金をより低廉に抑えるとともに、当該賃貸借物件の機能に対する熟練度を踏まえ、一般
競争入札にて平成１５年４月１日に賃貸借契約した機種を再々賃貸借使用するものである。また、上記相手方は

も当機種に対する専門知識を有し、故障時の保守管理体制が整備されている唯一の業者である。さらに、当機
種を再々賃貸借使用することにより環境負荷の低廉も可能である。よって他に競合するものではなく、富士ゼ
ロックス（株）と随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、順
次、国庫債務負担行
為を活用した一般競
争入札を実施予定

単価
契約
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736 キャノン販売（株）
電子複写機（中速機）の賃
貸借、保守及び消耗品の供
給

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 2,656,002

本件について、賃貸借料金をより低廉に抑えるとともに、当該賃貸借物件の機能に対する熟練度を踏まえ、一般
競争入札にて平成１５年４月１日に賃貸借契約した機種を再々賃貸借使用するものである。また、上記相手方は

も当機種に対する専門知識を有し、故障時の保守管理体制が整備されている唯一の業者である。さらに、当機
種を再々賃貸借使用することにより環境負荷の低廉も可能である。よって他に競合するものではなく、キャノン
販売（株）と随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

１９年度以降、順
次、国庫債務負担行
為を活用した一般競
争入札を実施予定

単価
契約

737
東京都個人タクシー協
同組合

一般乗用旅客自動車供給
一式

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 48,835,190

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする東京都個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済
性、利便性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約す
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年度以降企
画競争を実施

単価
契約

738 （株）ｸﾞﾘｰﾝｷｬﾌﾞ
一般乗用旅客自動車供給
一式

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 38,680

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする東京都個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済
性、利便性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約す
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年度以降企
画競争を実施

単価
契約

739
パシフィックコンサル
タンツ（株）

計数管理システム改良業務
谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年6月28日 7,194,600

　計数管理システムは、長期計画（現在の社会資本整備重点計画）に基づく事業実施を行うために必要な基礎的
データ（各年度における道路投資額や改良済み延長などの道路整備状況等）のデータベースであり、平成９年度
より稼働中のシステムである。本業務は、計数管理システムについて、平成１８年度予算要求内容と連動した予
算集計方法等へのプログラム改良を行うものである。現在、経済財政諮問会議や「経済財政運営と構造改革に関
する基本方針２００４（平成１６年６月４日閣議決定）」において成果と予算のリンクを求められており、国土
交通省としても昨年度、新たな費目として（目）交通事故重点対策事業費を設定するなどして対応しているとこ
ろである。平成１８年度予算要求においても、平成１６年度達成度報告書（平成１７年６月末とりまとめ予定）
をふまえて、社会資本整備重点計画の業績指標を達成するための予算重点化の方針を策定する。そのため本業務
の遂行にあたっては、予算重点化方針決定後概算要求書とりまとめまでの短期間で予算重点化に対応したプログ
ラム改良（新規立目等）が必要となるため、本システムの集計プログラムはもとより、データベース構造を熟知
することが必須である。また、社会資本整備重点計画の進捗状況を把握し今後の道路計画立案のためには、過去
データの再集計機能の構築を行う必要があり、過年度のデータを熟知し、データベース構築等の幅広い技術や
データベース構成・当省におけるネットワーク構成等を把握する経験の蓄積が必要である。なお、システム改良
を行わない場合は、現在のシステムでは、予算重点化の方針に対応できない他、予算の積み上げを反映させた概
算要求書の提出等に多大な影響を及ぼすことが懸念される。パシフィックコンサルタンツ(株)は、平成９年度に
「道路整備に係る基礎的情報の分析及び検討に関する業務」を請け負い、業務の過程において、本システムを設
計、開発を行った者であり、本システムに関する広範な経験と知識を有しており、予算要求などの短期間で改良
が必要な業務に対応が可能な唯一の業者である。以上のことからパシフィックコンサルタンツ(株)は、当該業務
の目的を達成できる唯一の業者であるため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条４第３号）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施

740
（株）社会システム研
究所

平成１７年度道路交通セン
サス一般交通量調査集計業
務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月7日 45,150,000

本業務の実施にあたっては、過去の道路交通センサス一般交通量調査に関する調査の設計やデータチェックに関
して豊富な知識を有しているとともに、現行の一般交通量調査の調査手法、調査内容に対する課題や、今後の検
討課題、改善の方向性、現行のシステム及びその運用方法に熟知し、膨大なデータを迅速かつ効率的にデータを
処理し、チェックする能力が必要である。（株）社会システム研究所は過去の道路交通センサスにおいて、従来
のメインフレームを用いたシステムの問題点を改善し、データベースシステムを作成した。その後も、デジタル
道路地図（DRM）データをシステムに導入するなど、道路交通センサスの実査を効率的に進めるために毎回改善
を加えてきており、データベースシステムの作成に関する経験、知識を多く有している。また、平成16年度にお
いては平成17年度道路交通センサスの実査の準備として「道路交通センサス一般交通量調査準備業務」を受注
し、Window’sのもとで稼働する区間設定システムを完成させ、各事務所等に配布するとともに、実務担当者練
習の実施を行い、システム操作の指導的役割を果たしたことから、平成17年度道路交通センサスの実査の問題点
を把握している唯一の業者である。（会計法29条の3第4号、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

741 （株）日測
道路施設現況調査システム
サポート業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年7月8日 945,000

システム障害等が発生した場合、他社では、現システムの詳細を把握して迅速に対応することは困難であり、各
調査機関を巻き込んで、長期間におよぶ集計作業等の遅延を招くこととなる。特に、当該年度は、システムの運
用を開始する初年度にあたるため、システム内容はもとより、調査事項・内容も熟知している当該システムの開
発業者であれば、受注当初から迅速かつ適切に対応することが可能なため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

競争入札に移行した
もの（18年度以降）
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742 （株）公共計画研究所
平成１７年度道路整備効果
に関する検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年8月31日 57,435,000

本業務の遂行にあたっては、①道路事業全般に関する知識だけでなく、道路の交通現象、道路交通と環境負荷の
関係、道路事業による交通混雑緩和と環境改善効果などについての幅広い知識を有し、広範囲で複合的な課題に
ついてとりまとめる能力が必要である。②道路交通から発生する二酸化炭素排出量、または道路事業における二
酸化炭素排出量削減効果に関する評価を定量的に行うことが出来ることが必要である。③今年度はCO2削減アク
ションプログラムが具体的な事業を定めて策定される予定である。事業選定はCO2排出量に関連し、候補事業に
おけるCO2削減効果の事前検証を行って、CO2目標削減量を達成するための計画を検討しなければならない。今年
度中に計画を策定する必要があるため、二酸化炭素排出量削減効果を推計するシステムを現時点で保有し活用で
きることが必要である。④全国の二酸化炭素排出量削減効果について検討するため、全国の道路網において評価
を行えることが必要である。株式会社公共計画研究所は交通計画、環境計画に関する公共事業の基本政策に関す
る調査検討を行う専門コンサルタントであり、道路交通、道路環境、道路事業に関して情報の蓄積が多く、高度
な技術能力を有し、公共事業の基本政策に関して優れた企画立案能力を有している。これまで、環境負荷の小さ
い都市交通施策に関する基礎的検討業務（平成9年度　建設省土木研究所）をはじめとして平成１６年度都市交
通における環境負荷低減施策に関する調査業務（平成16年度　国土技術政策総合研究所）まで毎年自動車交通と
環境に関する業務を受託しており、自動車交通から発生する二酸化炭素の量の推計、および、道路事業による二
酸化炭素排出量の削減効果評価に関して幅広い知識を有している。　また、株式会社公共計画研究所は、道路交
通から発生する二酸化炭素排出量および道路事業による二酸化炭素排出量削減効果を推計するシステムを独自開
発して保有しており、全国の道路網におけるシステムを保有している唯一の業者である。（会計法第２９条の３
第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

743 （株）NTTデータ
「官庁会計事務データ通信
システム」用端末の移設

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月14日 38,010 （会計法第２９条の３第５項）
見直しの余地が
あり

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

744 （株）三菱総合研究所
平成１７年度　高速道路の
有効活用方策及びその効果
に関する検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月28日 13,440,000

㈱三菱総合研究所は、平成７年度から各種道路交通政策の解析手法や高速道路の活用推進に関する検討、その成
果を道路交通政策へ反映させる手法についての業務に長年携わり、高速道路整備の現状を充分熟知し、また、今
後の高速道路のあり方等を検討する資料収集能力、分析を効率的かつ迅速的に行うために必要となる経験・知識
を多く有しているため、随意契約を行った。（会計法第29条３第４項、予決令第102条の４第３号）

見直しの余地が
あり

競争入札若しくは企
画競争に移行

745
東京都個人タクシー協
同組合

一般乗用旅客自動車供給
一式

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月30日 56,639,140

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする東京都個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済
性、利便性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約す
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

平成１９年度以降企
画競争を実施

単価
契約

746 （株）日通総合研究所
全国貨物純流動調査（三日
間調査）

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月10日 79,999,999
同研究所は、貨物流動を把握する全国的な統計調査を実施している唯一の業者であり、調査の遂行にあたって
は、過去７回にわたり調査に関与してきた知見、継続的な課題などの成果及びノウハウは必要不可欠であるた
め。（会計法第29条の3第4号、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施（18
年度以降）

747 （株）三菱総合研究所
平成１７年度　次世代のＩ
ＴＳ技術政策の方向性に関
する調査検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月10日 37,800,000

本業務の遂行にあたっては、わが国のＩＴＳ関連施策の推進経緯を熟知していることに加え、サービスの実現方
策を構築する等の総合的な能力を有することが必要である。株式会社三菱総合研究所は、社会公共、科学技術、
法制度などの広範な分野において専門的な調査研究を行う総合的な調査機関であり、特にＩＴＳに関しては専門
部署を有し、業務経験の豊富な専任の研究員を擁している。また、同研究所は４０を超える団体が参加する、民
間のＩＴＳ関連研究団体の事務局を務めており、民間の事業動向や技術動向等に関する多くの蓄積と優れた情報
収集能力を有する。さらに、ＩＴＳに関する国際標準化活動としてＩＳＯ／ＴＣ２０４のエキスパート２名が活
動、学会分野においてもＩＴＳに関連する専門委員会に２名が活動、民間分野においてもインターネットＩＴＳ
協議会会員として活動する等、産学官にわたる幅広い視野での検討を行うための十分な知見を有している。さら
に、検討にあたっては、「ＩＴＳサービスの効率的な展開に向けた調査検討業務（平成１５年度）」、「平成１
６年度　次世代のＩＴＳサービスの方向性に関する調査検討業務（平成１６年度）」における検討内容を踏ま
え、その中で抽出された課題を具体化することが求められるため、当該業務を請け負った株式会社三菱総合研究
所であれば効率的な検討を行うことが可能である。以上のことから、本業務を遂行する上で総合的な能力を有す
る業者は、株式会社三菱総合研究所をおいて他になく、同社は当該業務を実施し得る唯一の業者である。（会計
法29条の3第4号、予決令102条の4第3号に該当）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施

748 （社）日本能率協会
平成１７年度　道路施策の
多角的評価に関する基礎的
検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月21日 25,042,500

本業務の実施にあたっては、行政の施策評価に関する手法、行政施策に対する国民の満足度の把握手法、及び民
間企業における経営革新手法など行政・民間を問わず幅広い経営手法の知識が必要となり、また多角的かつ二次
的な評価は道路行政として前例のない先進的な取り組みである。よって、その評価手法の構築は極めて困難と想
定され、行政施策に関して前例のない先進的な取り組み実績及び高い技術力が必要となる。このような高度な知
識・能力を有するものは、委託先をおいて他にないため、随意契約を行うものである。（会計法代29条の３第４
項、予決令代102条の４第三号）

見直しの余地が
あり

企画競争若しくは公
募に移行
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749 新日本監査法人
平成１７年度　高速道路株
式会社等の会計情報に関す
る検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月2日 7,980,000

　本業務は、平成１７年１０月１日に設立された６つの高速道路株式会社と日本高速道路保有・債務返済機構に
おける会計情報のディスクロージャーの検討及び今後の国際的な会計動向に関する情報収集等を行うものであ
る。本業務を受注する要件は、①企業会計、公会計に精通していること、②会計情報に関する国際的動向に詳し
いこと、③「道路資産評価・会計基準検討会（以下「検討会」という）」及びその一部として位置付けられた
「機構・会社ワーキンググループ（以下「ＷＧ」という）」における検討内容に精通していること、④旧道路関
係四公団及び、会社・機構における会計情報及び会計に関する情報公開レベル等に詳しいこと、である。新日本
監査法人は、企業会計及び公会計問わず、さらに海外において上場している企業に対しても監査を行っている。
また、これまで道路関係四公団のうち三公団の監査を担当し、また６つの会社のうち５社の監査を担当してお
り、公団時代を含め、会社の会計情報及び情報公開レベルについて も詳しく、他の監査法人が持つ公団及び会
社の会計に関する情報量を大きく上回っていると言える。一方、国土交通省道路局が発注した「平成１６年度道
路関係四公団の民営化に伴う資産評価及び会計基準作成に関する検討業務」を受注し、検討会の審議を円滑に進
めるべく、資料の作成、説明等を行い、事務局的存在として機能した実績を持つ。以上のことから、本業務を遂
行する能力を有する業者は新日本監査法人をおいて他になく、同法人は当該業務を実施し得る唯一の組織であ
る。従って、会計法第２９条の３第４項、予算決算会計令第１０２条の４第３号に該当し、随意契約を行うもの
である。

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

750 （社）土木学会
道路関係事業におけるＰＦ
Ｉ導入に向けたリスクマネ
ジメント検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月22日 9,975,000

当該法人は、道路事業におけるＰＦＩ事業実現への課題の明確化、ＰＦＩ事業における技術的・制度的課題に関
する研究を行っており、本業務を遂行する上で必要不可欠であるＰＦＩに関する高度な知識・経験を有してい
る。また、当該法人における「ＰＦＩ研究小委員会」は、これらの研究を行う国内で唯一の機関であり、当該法
人以外に本業務を実施し得る機関はない。（会計法第29条の3第4項、予算決算会計令第102条の4第3項）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施

751 （株）公共計画研究所
社会経済の潮流に対応した
道路政策のあり方に関する
基礎調査

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月26日 49,980,000

本業務の実施にあたっては、道路政策のあり方に関する豊かな経験と高度な知識が必要であることから、実施し
うる者を特定するためプロポーザル方式に基づき技術提案書の審査を行った。その結果、上記業者は、管理技術
者、担当技術者の知識、経験及び実務実施能力並びに技術者評価（ヒヤリング）における総合的評価において優
れており、本業務を遂行しうる十分な能力を有する業者であると認められた。（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３号）

その他
プロポーザル方式に
よる継続

752 （財）日本総合研究所
新たな費用便益分析評価手
法に関する調査

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年12月27日 17,955,000

同研究所は、道路事業に係る今後の費用便益分析の方向性を見いだすため必要な、費用便益分析を用いた道路事
業評価手法について実務向けに詳述した「道路投資の評価に関する指針（案）」や同指針（案）を踏まえて行政
上の視点を加味した実務用マニュアルとしての「費用便益分析マニュアル（案）」の策定等に携わり、社会的な
評価システムの検証・策定等についての知見、道路事業評価手法についての実務的かつ体系的な高度な知識等を
有し、さらには 新の理論とその実践的な解析をする能力等を有している唯一の業者であるため。（会計法第29
条の3第4号、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地が
あり

企画競争若しくは公
募に移行

753 （株）三菱総合研究所
自動車関連税制と道路整備
財源に関する調査検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月19日 7,875,000

本調査を行うにあたっては、国内外の道路整備及び自動車関連税制等に関する高度な知識及び調査体制が必要で
ある。 ㈱三菱総合研究所は、これまで本調査業務に長年携わるとともに、多数の調査・検討会の実施を通じ
て、必要となる知識、経験を有しており、本業務を実行しうる唯一の業者であるため。（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
あり

企画競争を実施（18
年度以降）

754 （株）三菱総合研究所
平成１７年度　ＩＴＳ道路
サービスの高度化に係る技
術的検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月24日 36,750,000

本業務の遂行にあたっては、以下の条件を満たすことを必要とする。①わが国のＩＴＳ関連施策の推進経緯を熟
知していることに加え、科学技術、法制度等の広範な分野においても専門的かつ幅広い知見が必要とされる。②
道路交通情報提供の高度化の検討に必要となる高度な通信技術に関しては、民間の事業動向や技術動向及び国際
標準に関して高い専門性、幅広い知見が必要である。③２００７年に実現予定である新たなＩＴＳ道路サービス
に関する幅広い知見が必要とされる。株式会社三菱総合研究所は、科学技術、法制度などの広範な分野において
専門的な調査研究を行う総合的な調査機関であり、特にＩＴＳに関しては専門部署を有し、業務経験の豊富な専
任の研究員を擁している。さらに、国際標準化団体（ＩＳＯ）のＴＣ２０４/ＷＧ１６（ＩＴＳ通信ワーキング
グループ）の専門家、ワイヤレスブロードバンド推進研究会SIG-Ⅲ（ＩＴＳ）の構成員、学会分野においてもＩ
ＴＳに関連する専門委員会に２名が活動、民間分野においてもインターネットＩＴＳ協議会会員として活動する
など、ＩＴＳの高度な通信技術に関して高い専門性・知見を有するとともに、産学官にわたる幅広い視野での検
討を行うための十分な知見を有している。さらに、検討にあたっては、「ＩＴＳサービスの効率的な展開に向け
た調査検討業務（平成１５年度）」、「ＩＴＳ道路サービス実現へ向けた研究開発方針の検討業務（平成１６年
度）」における検討内容を踏まえ、その中で抽出された課題の具体化や成果の活用が求められるため、当該業務
を請け負った株式会社三菱総合研究所であれば効率的な検討を行うことが可能である。以上のことから、本業務
を遂行する上で総合的な能力を有する業者は、株式会社三菱総合研究所をおいて他になく、同社は当該業務を実
施し得る唯一の業者である。（会計法29条の3第4号、予決令102条の4第3号に該当）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施
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755 （株）三菱総合研究所
道路整備による効果の推計
に関する調査研究

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月24日 13,440,000

同研究所は、道路整備における整備効果のうち、道路利用者が道路整備により直接的に受ける便益を推計するに
あたっては、昭和55年度から25年にわたり、道路整備５箇年計画及び社会資本整備重点計画における直接便益計
測・時間評価価値・走行経費原単位の設定等に関する研究など長年にわたり道路整備効果に関する調査に携わっ
た知見を有していること、また、道路事業の費用分析、長期計画における道路整備効果の計測等に用いられる各
種便益原単位の算出等については、過年度の作業との関連性が強く、同研究所がこれまで蓄積してきた成果及び
技術的ノウハウが必要不可欠であり、当該業務を遂行しうる唯一の業者であるため。（会計法第29条の3第4号、
予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地が
あり

企画競争若しくは公
募に移行

756
（株）社会システム研
究所

平成１７年度センサスベー
スの将来分布交通量推計準
備業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月27日 15,015,000

本業務の実施にあたっては本業務の実施にあたっては、以下の要件を満たす必要がある。①過去に作成された将
来分布交通量推計の内容を熟知していることに加え、今後の将来交通需要推計の基本的考え方や検討課題に精通
している必要がある。②全国を対象とした現状の大規模ネットワーク（全国対象120万リンク：550MB）を 新の
道路網及び将来整備計画と整合するように更新することが可能なシステムを保有している必要がある。株式会社
社会システム研究所は、道路交通に関する調査・集計解析を行う先進的で専門的な業者であり、特に将来分布交
通量推計については平成４年度から継続して行っているとともに、平成16年度には全国を対象とした時系列分布
モデルの検討に唯一携わっている業者である。また、平成6年度より「将来交通量推計指針（案）」を作成配布
して将来推計作業の方針を明らかにしており、分布交通量モデルの検討課題やモデル構築の内容を熟知しその業
務内容に精通している。さらに、本業務において実施する現況道路及び将来道路ネットワークデータの更新にお
いて、複数のパソコン（ユーザー）で同時にリンクの追加、削除、修正作業が可能であり、全国の大規模ネット
ワークデータを更新できるシステムを平成16年度までに独自に構築し保有している業者である。（会計法29条の
3第4号、予決令102条の4第3号）

見直しの余地が
あり

競争入札若しくは企
画競争に移行

757 （株）ＴＴＥＳ
鋼道路橋の疲労損傷等に関
する調査業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月2日 5,670,000

本業務は、道路橋鋼製橋脚等の疲労損傷に対して、既存の損傷事例等を踏まえ、疲労耐久性を確保する上で必要
な、設計、製作、維持管理（調査、診断、補修補強）において配慮すべき基本的かつ重要事項の検討・整理を行
い、現場実務に携わる技術者の技術力向上のための基礎資料を作成することを目的としている。本業務の遂行に
あたっては、損傷事例に関する高度な知識、及び「車両通行時の橋梁部材応答から車両走行位置および重量を随
時・継続的に全自動でリアルタイムに把握するシステム（仮称）」に関する知識や技術が必要とされる。株式会
社TTES（以下、TTES）は、東京工業大学より同大学の研究成果や人的資源等を活用して起業された「東工大発ベ
ンチャー」企業として称号を取得しており、同大学三木研究室のこれまでの成果・発明・知的財産の専用実施権
を有している。本業務に関しては、出願中の特許「車両通行時の橋梁部材応答から車両走行位置および重量を随
時・継続的に全自動でリアルタイムに把握するシステム（仮称）」を踏まえた検討が必要である。TTESは当該特
許の専用実施権を有し、本システムに関する知識、技術を有する唯一の団体である。また、TTESの全スタッフ
は、橋梁関連の研究において修士号以上(更に50％は博士号)を取得した橋梁技術の専門家集団である。このよう
な専門的機関は他に例が見当たらず、本業務を適切に履行できる機関は上記法人をおいて他にない。（会計法第
２９条の３第４号、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地が
あり

競争入札もしくは企
画競争に移行

758 （株）三菱総合研究所
将来の無線通信メディアの
動向とＩＴＳサービスへの
適用に関する調査

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月2日 9,975,000

本業務の遂行にあたっては、国内における電波の周波数割当政策の動向や国内外のＩＴＳに係る無線通信技術の
動向に精通し、かつ、ＥＴＣの車両ＩＤや料金収受機能等について熟知していることが必要である。株式会社三
菱総合研究所は、総務省が抜本的な電波の周波数割当ての見直しのために策定した「周波数の再編方針（平成15
年10月）」を踏まえた周波数の再配分の具体化のため開催している「ワイヤレスブロードバンド推進研究会（平
成16年11月～）」の構成員であり、国内における電波の周波数配分に係る動向に精通している。また、同研究会
の下でＩＴＳに関する国内外でのニーズ動向や実現可能なビジネスイメージ等の検討を行うSIGⅢ（スペシャ
ル・インタレスト・グループ Ⅲ）の構成員としても活動しており、ＩＴＳに関する国内外での無線通信技術の
ニーズや動向についても精通している。さらに、国際標準化団体（ＩＳＯ）のＴＣ２０４／ＷＧ１６（ＩＴＳ分
野の無線通信技術に係る標準化等を担当するＷＧ）において専門家が活動するなど、国内外のＩＴＳに係る無線
通信技術に関する高い専門性・知見を有している。また、これまでに「ＥＴＣ決済関連技術の応用に関する検討
業務（平成16年度）」を履行しており、ＥＴＣに係わる仕組みや決済関連技術を熟知している。以上のことか
ら，本業務を遂行する上で総合的な能力を有する法人は，株式会社三菱総合研究所をおいて他になく、同社が当
該業務を効率的に実施し得る唯一の法人である。（会計法29条の3第4号、予決令102条の4第3号に該当）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

759 （株）三菱総合研究所
平成１７年度　道路管理者
間等の効率的な情報共有方
策検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月2日 7,980,000

本業務の履行にあたっては、我が国の道路行政及び道路管理に関しての専門的かつ広範な知識や優れた情報収
集、分析能力を有するとともに、現行のインターネット等における道路行政関連情報等の提供の一部として一体
的に運用可能であることが必要である。株式会社三菱総合研究所は、総合的な調査研究機関であり、学識経験の
豊富な専任の研究員を擁し、今後の道路管理政策の方向性を検討するための資料分析、整理、解析能力とそれら
を新しい道路政策にフィードバックする総合的な能力を有している。また同社は、「インターネットを活用した
道路行政関連情報の開示・収集の手法及びその効果に関する調査検討及びデータ整備等業務」等を通じて蓄積さ
れた知識・能力・経験が必要不可欠である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施（18
年度以降）
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760 （株）公共計画研究所
道路等における貨物車交通
マネジメントについての研
究

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月9日 18,900,000

同研究所は、これまでに経済効率・環境負荷・交通安全に求められる条件を満たす貨物車交通マネジメント施策
のあり方等を検討し、世界道路会議にその成果を公表するにあたり、交通需要マネジメント施策等の海外事例の
綿密かつ理論的な分析実績、交通事故発生特性に関する幅広い知識及び高度な分析能力を有していること、ま
た、世界道路会議（T.C.2.4）の国内委員会の事務局としての運営実績など、同研究所のもつ知見、経験等は必
要不可欠であり、当該業務を遂行しうる唯一の業者であるため。（会計法第29条の3第4号、予算決算及び会計令
第102条の4第3号）

見直しの余地が
あり

企画競争若しくは公
募に移行

761 （株）三菱総合研究所
ＥＴＣ関連セキュリティ技
術を踏まえたＩＴＳ展開計
画の検討

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月9日 39,375,000

本業務の遂行にあたっては、以下の条件を満たすことを必要とする。①ＥＴＣに係るセキュリティ技術を熟知し
ていることに加え、ＥＴＣ関連セキュリティ技術の検討の際に必要とされる高度な通信技術を熟知していること
が必要とされる。②社会公共、科学技術、法制度等の広範な分野においても専門的かつ幅広い知見が必要とされ
る。③セキュリティ関連技術や関連する民間の事業動向に関して高い専門性・知見を有することが必要である。
株式会社三菱総合研究所は、科学技術、法制度などの広範な分野において専門的な調査研究を行う総合的な調査
機関であり、特にＩＴＳに関しては専門部署を有し、業務経験の豊富な専任の研究員を擁している。さらに、情
報セキュリティアドミニストレータ等の情報セキュリティに関する資格を持つ専門家を有するなど、ＥＴＣ関連
セキュリティ技術を検討するために必要不可欠な要素である、セキュリティ関連技術に関して高い専門性・知見
を有しているとともに、民間の団体、学識経験者等を対象とした、ＩＴＳに係わる情報交流事業を展開してお
り、民間事業動向等に関する多くの蓄積と優れた情報収集能力を有する。また、国際標準化団体（ＩＳＯ）のＴ
Ｃ２０４/ＷＧ１６（ＩＴＳ通信ワーキンググループ)の専門家を有するなど、ＥＴＣ関連セキュリティ技術を検
討するために必要となる高度な通信技術に関して高い専門性・知見を有している。また、同研究所は、「ＩＴＳ
サービスの効率的な展開に向けた調査検討業務（平成１５年度）」、「ＥＴＣ決済関連技術の応用に関する検討
業務（平成１６年度）」を履行し、ＩＴＳ道路サービス実現へ向けた、ＥＴＣ決済関連技術の応用を検討する上
で必要な実績を有している。以上のことから、本業務を遂行する上で総合的な能力を有するは、株式会社三菱総
合研究所をおいて他になく、同社は当該業務を実施し得る唯一の者である。（会計法29条の3第4号、予決令102
条の4第3号に該当）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施

762 （株）三菱総合研究所

平成１７年度ＩＴを活用し
た道路行政マネジメントに
係るデータ管理・活用支援
等業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月10日 14,999,250

本業務の実施にあたっては、過去数年以上に渡る道路行政におけるマネジメントに係る取組みについての十分な
知識、道路行政関連データを利活用するための局内基盤についての十分な知識及び応用のための高い技術力が必
要となる。このような高度な知識・能力を有するものは、委託先をおいて他にないため、随意契約を行うもので
ある。（会計法代29条の３第４項、予決令代102条の４第三号）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施

763 （財）財政経済協会
地域間格差の中での社会資
本整備のあり方に関する調
査研究

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月10日 4,640,698

同協会がこれまでに計量分析、アンケート調査等による実態把握と分析、コンピュータによるモデル分析等を数
多く実施し、一連の研究等において蓄積してきた資料及び研究技術等は、本業務を理論的かつ実証的に遂行する
ために必要不可欠な技術ないし能力であり、同協会は当該業務を実施し得る唯一の業者であるため。（会計法第
29条の3第4号、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

764 （財）財政経済協会
道路ネットワーク整備が産
業集積地域に与える効果に
関する調査研究

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月10日 4,789,318

これまでの我が国における公共投資についての高度な知識や分析能力等、同協会がこれまでの一連の研究におい
て蓄積してきた財政経済政策に関する資料及び研究技術等は当該業務を遂行するうえで必要不可欠な能力であ
り、同協会は当該業務を実施し得る唯一の業者であるため。（会計法第29条の3第4号、予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

765 （株）三菱総合研究所

平成１７年度　インター
ネットを活用した道路行政
関連情報の開示・収集の手
法及びその効果に関する調
査検討及びデータ整備等業
務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月15日 23,940,000

本業務の履行にあたっては、我が国の道路行政の動向について精通しているとともに、インターネット等を活用
した情報提供技術に関する専門的かつ広範な知識や優れた分析能力を有している必要があるが、このような高度
な知識・分析能力を有するものは委託先をおいて他にはないので随意契約を行うものである。（会計法代29条の
３第４項、予決令代102条の４第三号）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施（18
年度以降）

766 （株）三菱総合研究所

平成１７年度利用者ニーズ
に対応したインターネット
による道路情報提供に関す
る調査検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月16日 22,050,000

本業務の履行にあたっては、インターネット等を活用した情報提供技術に関する専門的かつ広範な知識や優れた
分析能力を有するとともに、我が国の道路行政の動向について精通していることが必要であるが、このような高
度な知識・分析能力を有するものは委託先をおいて他にはないため随意契約を行うものある。（会計法代29条の
３第４項、予決令代102条の４第３号）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施（18
年度以降）

767 あずさ監査法人
道路整備特別会計の平成１
６年度省庁別財務書類（連
結を含む）の作成支援業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月16日 4,520,250

当該法人は過年度より当特別会計における財務書類の作成支援を行っており、当特別会計の特殊性・独自性に関
する知見等を有していることに加え、作成にあたって必要なシステムを所有している。よって、本業務を遂行す
る上で総合的な能力を有する業者は他になく、当該法人は当該業務を実施し得る唯一の業者であることにより当
該法人と随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地が
あり

競争入札若しくは企
画競争に移行

768 （財）日本生態系協会
平成１７年度　道路整備に
おける自然環境対策の効果
に関する調査検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月20日 15,435,000
本業務の遂行に当たっては、環境問題全般に対する専門的知識と経験、科学的な分析能力が必要とされ、また、
本業務の成果物は今後の道路環境行政における自然環境対策の方向性を示し、施策の企画立案に活用されること
から、高度な公平・中立性を有する必要がある。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号に該当）

見直しの余地が
あり

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
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769 （株）公共計画研究所
平成１７年度規格の高い道
路のサービス水準に関する
検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月21日 25,200,000

㈱公共計画研究所は、交通計画、環境計画に関する公共事業の基本政策に関する調査検討を行うコンサルタント
であり、国内のみならず海外を含む情報の蓄積が多く、高度な上表収集能力を有している。また、同社は独自に
構築したシステムを利用して日本及び諸外国のデジタル地図データより、高規格幹線道路をはじめとする道路交
通の特性を示す様々なデータを抽出・活用することができる。以上のことから、本業務を行う上で必要な知識・
情報を有していることから随意契約を行った。（会計法第29条３第４項、予決令第102条の４第３号）

見直しの余地が
あり

競争入札若しくは企
画競争に移行

770 （株）三菱総合研究所
踏切道の特性を考慮した対
策立案手法の検討

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月21日 19,950,000
本業務は、踏切道データベース及び総点検結果等を用いた、踏切道の対策内容選定方法の検討及び構築であり、
過年度業務成果内容を熟知しておく必要があったため。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施（18
年度以降）

771 （財）日本総合研究所
平成１７年度道路投資の評
価に関する基礎的検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月21日 21,000,000

本業務の履行にあたっては、道路計画の策定，道路事業の執行等について精通しているとともに，特に我が国や
諸外国における道路投資の評価手法について幅広い知識を有していることが必要である。このように、本業務を
遂行する上で必要かつ高度な知識・能力を有するものは，委託先をおいて他にない。よって随意契約を行うもの
である。（会計法代29条の３第４項、予決令代102条の４第三号）

見直しの余地が
あり

公募を実施

772 （財）電力中央研究所
平成１７年度特殊トランス
等の技術開発業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月22日 354,480,000
技術開発公募により提案された技術について、学識経験者を含めた技術評価委員会にて 良と判断したため（会
計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号に該当）

見直しの余地が
あり

企画競争若しくは公
募に移行（19年度以
降）

773 （財）日本総合研究所
無電柱化の整備効果検討業
務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月22日 57,991,500
委託先は総合的な道路事業評価手法について高度な知識を有しており、過去にも道路整備評価の検証を実施して
いるため（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号に該当）

見直しの余地が
あり

企画競争若しくは公
募に移行（19年度以
降）

774 沖縄電力（株）
平成１７年度特殊トランス
等の技術開発（その５）業
務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月23日 43,725,565
技術開発公募により提案された技術について、学識経験者を含めた技術評価委員会にて 良と判断したため（会
計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号に該当）

見直しの余地が
あり

企画競争若しくは公
募に移行（19年度以
降）

775 中部電力（株）
平成１７年度特殊トランス
等の技術開発（その２）業
務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月23日 203,564,481
技術開発公募により提案された技術について、学識経験者を含めた技術評価委員会にて 良と判断したため（会
計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号に該当）

見直しの余地が
あり

企画競争若しくは公
募に移行（19年度以
降）

776 （財）日本総合研究所

平成１７年度道路行政の評
価に係る効率的なデータの
収集及び公表に関する基礎
的検討業務

谷口　博昭
道路局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月24日 24,150,000

本業務の実施にあたっては、道路計画の策定、道路事業の執行等について精通しているとともに、特に我が国や
諸外国における道路事業の評価手法や評価に係る情報・データの収集・共有、及び評価結果の公表等について幅
広い知識を有していることが必要であるが、このような高度な知識・能力を有するものは、委託先を置いて他に
ないため、随意契約を行うものである。（会計法代29条の３第４項、予決令代102条の４第三号）

見直しの余地が
あり

公募を実施

777
理想科学工業（株）
東京都港区芝浦２－１
２－１６

印刷保守管理業務
山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 94,500
上記業者は、リソグラフの製造元であり、 も機器に対する専門的知識を有している。さらに、故障時の保守管
理体制が万全であり、かつ、消耗品供給が迅速である。よって、上記業者と随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第５号、予算決算及び会計令第９９条第７号）

見直しの余地が
あり

公募を実施（平成１
９年度以降は、公募
を実施（予定））

778
富士ゼロックス（株）
東京都中野区本町２－
４６－１

電子複写機の賃貸借、保守
及び消耗品の供給

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 5,014,053

電子複写機の賃貸借契約について、賃貸借料をより低廉に抑えるとともに、当該賃貸借物件の機能に対する熟練
度等を踏まえ、前年度賃貸借契約した機種を引き続き再賃貸借使用をするものである。さらに、 も機器に対す
る専門的知識を有し、かつ、故障時の保守管理体制が整備されている。よって他に競合するものはなく、上記電
子複写機の賃貸借を行っている富士ゼロックス（株）と随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３
第４号、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地が
あり

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（平成２１年度よ
り、国庫債務負担行
為を計上）

単価
契約

779
（株）リコー
東京都大田区中馬込１
－３－６

模写電送装置の賃貸借、保
守及び消耗品の供給（官房
共用資料室）

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 613,466

模写電送装置の賃貸借契約について、賃貸借料をより低廉に抑えるとともに、当該賃貸借物件の機能に対する熟
練度等を踏まえ、前年度賃貸借契約した機種を引き続き再賃貸借使用をするものである。さらに、 も機器に対
する専門的知識を有し、かつ、故障時の保守管理体制が整備されている。よって他に競合するものはなく、上記
電子複写機の賃貸借を行っている（株）リコーと随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４
号、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地が
あり

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（平成２１年度よ
り、国庫債務負担行
為を計上）

単価
契約
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780
建築・住宅国際機構
東京都港区虎ノ門３－
２－２第３０森ビル

国際標準対応調査
山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月3日 2,887,500

本調査においては、我が国の建築基準法等の基準を積極的に国際標準に反映させるための調査・資料作成等を行
う。具体的には、学識経験者等で構成される委員会における国際標準の審議状況等の分析のほか、①ISOの審議
状況調査、②)アジア諸国を対象としたＩＳＯの審議状況調査及び我が国の基準の広報、③海外の試験所認定制
度に関する調査を予定している。これらについて、建築・住宅国際機構は建築関連分野のISOの国内審議団体で
あるため、審議状況等の情報を管理している。また、これまで本機構は各国の建築基準の調査を行ってきてお
り、そのノウハウを有している。さらに、これらの情報やノウハウにより、委員会において行われる国際標準の
審議状況等の分析を適切に支援することができる。このような事業内容を持つ団体は建築・住宅国際機構の他に
存在しないことから、本機構と契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号）

見直しの余地が
あり

公募を実施（平成１
８年度以降は、公募
を実施（予定））

781

ユニオンシステム
（株）
東京都新宿区新宿１－
１４－１２玉屋ビル６
階

所要の基準に適合しない可
能性のある共同住宅の構造
耐力及び構造計算書の偽装
の有無を検証するためのプ
ログラム入力・計算業務

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月1日 945,000

本業務は、設計者（下請け業者を含む。）による構造計算書の偽装の有無を検証するため、構造設計を行った建
築士事務所の一級建築士が使用していたものと同じ構造計算プログラムに、設計図書から必要なデータを入力
し、計算を行い、構造耐力を求めるとともに、構造計算書の偽装の有無を検証するものである。これについて、
ユニオンシステムは、当該建築士が構造計算をするに当たり使用していた構造計算プログラムを開発した事業者
であり、当該構造計算プログラム及び構造計算に精通している。なお、構造計算書の偽装の有無を検証するため
には、当該構造計算プログラムのユーザーとしての技能のみではなく、開発者としての見識も必要であることか
ら、本業務をユニオンシステム株式会社に行わせるものである。（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

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の

782
（株）社会空間研究所
東京都渋谷区上原３－
１－１６

「民間住宅ローンの実態に
関する調査（住宅関連事業
者向け）」業務

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月16日 2,466,450

 
   第１６２回通常国会で成立した独立行政法人住宅金融支援機構法により、平成１９年４月に住宅金融公庫が
廃止され、民間金融機関による長期固定住宅ローンの供給を支援する独立行政法人住宅金融支援機構（以下「機
構」という。）が設立されることが決定された。機構が取扱う個人向け融資業務を 終決定する際には、民間住
宅ローンの供給状況等を勘案することとされている。そのために、民間住宅ローンの供給状況の実態に関する調
査を行うこととし、顧客に対して住宅ローンを紹介していることにより実態を把握している住宅関連事業者を対
象として調査を行う。本調査の結果は、現在住宅金融公庫が行っている融資業務をどの範囲まで機構に承継させ
るかの一判断材料になるため、住宅政策上重要な意味を持つものである。このため、本調査を実施するに際して
は、住宅関連事業者の業務・経営状況を十分把握していることに加え、住宅政策及び統計調査業務に精通し、高
い専門的知識及び総合的な知見を十分に有していることが必要である。（株）社会空間研究所は、住宅政策の研
究、立案、計画作成、実態調査等に携わっており、平成１５年度、平成１６年度において本調査を行い良好な成
果をあげているとともに、平成１４年度において住宅関連事業者の事業拡大のための方策等を検討するため住宅
関連事業者に対して経営状況等に関しアンケート調査を行った「住宅供給に係る実態調査」（（社）日本ツーバ
イフォー建築協会、（財）住宅保証機構）等の業務を行っていることから、住宅関連事業者の業務・経営状況を
十分把握しているとともに、住宅政策及び統計調査業務に精通しており、高い専門的知識及び総合的な知見を十
分に有しているといえる。現在、本調査を的確に実施することが可能となるこれらの条件を満たす法人は（株）
社会空間研究所以外にはないため、平成１５年度、平成１６年度に引き続き当該法人に標記業務を行わせるもの
である。（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）

問題があるもの 企画競争を実施

783
（株）三菱総合研究所
東京都千代田区大手町
２－３－６

「住宅市場動向調査」業務
山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年1月17日 21,420,000

本業務は、平成13年度より始まった第八期住宅建設五箇年計画のフォローに加え、平成17年９月に社会資本整備
審議会から答申のあった「新たな住宅政策に対応した制度的枠組み」の下で「市場重視・ストック重視」の政策
展開を進める上で必要となる住宅関連市場や住宅ストック活用の状況のデータ及び的確な指標を整備することが
目的であるため、住宅市場の現状を十分に把握した極めて高い専門性やより広い知識と視野が求められ、同時に
本調査に必要な手法・ノウハウを持ち、統計的業務に精通した法人によることが不可欠である。株式会社三菱総
合研究所は、激しい変化の続く現在の経済社会の中にあって、国内外の経済・産業・情報技術など幅広い分野で
の調査研究を客観的にかつ迅速に実施している。特に住宅や都市に関する問題に精通し、数多くの調査・研究を
はじめ、省庁等の機関に対しても政策上の評価・提言等を行っている。当省においても、株式会社三菱総合研究
所は、「新建設市場将来予測」、「住宅・社会資本の整備効果の計測・評価手法に関する調査検討」、「住宅需
要実態調査」など多数の住宅関係の調査研究を実施しているほか、平成11年度に行った「住宅政策における指標
整備調査検討業務」においては、既存の住宅関連の調査について分析を行っており、利用可能な指標、調査項
目、結果等について熟知している。さらに、株式会社三菱総合研究所は、平成12年度には本業務の準備的性格を
持つ「住宅建設五箇年計画の達成状況把握のための住宅市場動向調査に係るシステム整備調査」を実施し、本業
務に必要な調査手法、分析手法についての開発及び試験的調査を行った後、平成13年度から平成16年度にかけて
継続して本調査を実施しており、本業務の実施に当たっての内容を熟知しているばかりでなく、調査手法、ノウ
ハウ等の専門的知識を有している。以上のことから、現在、本業務を実施するのに相応しい事業内容、実績及び
専門知識をもつ法人は他になく、昨年に引き続き実績のある株式会社三菱総合研究所に本業務を実施させるもの
である。（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）

問題があるもの 企画競争を実施
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784

みずほ総合研究所
（株）
東京都千代田区内幸町
１－２－１

不動産流動化による住宅供
給動向調査業務

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年2月1日 3,812,991

本業務は、不動産証券化市場を形成している金融機関、企業等についての実態調査等を実施し、その結果を報
告書として取りまとめるものである。現在、賃貸住宅市場においては、長期の使用に耐え得る良質なストック
が少なく、特に大都市を中心に、ファミリー世帯に適した賃貸住宅ストックが不足している。このため、民間
企業等が良質な賃貸住宅を供給しやすい事業環境を作っていくことが重要である。このような状況の下、不動
産市場においては、不動産投資ファンドへの売却を前提とした賃貸マンションの開発の拡大、不動産証券の小
口化・地方化の進行等が見られるところである。こうした動きは、賃貸住宅経営を担う企業の新規開発の投資
リスクを分散させることから、賃貸住宅市場の活性化をもたらすとともに、ファミリー向け賃貸住宅の供給促
進にもつなげていくことができるものと思料される。しかし、その一方で、人口減少から賃貸住宅の需要が低
下することによる投資家の投資意欲の低下、利回りを重視するあまりファミリータイプの供給が促進されない
等の懸念もある。本調査は、以上のような問題意識等を踏まえ、良質な民間賃貸住宅の供給を促進する施策へ
の反映を目的として実施するものである。これらの調査・検討においては、不動産証券化に係る事業の内容及
び金融市場・住宅市場に関する深い知見を有すると共に、専門的な調査・分析能力を有することが求められる。
みずほ総合研究所株式会社は、政治・経済・社会の構造や価値観の激変により多様化・高度化する調査研究ニ
ーズに対して的確かつ迅速に対応し、付加価値の高い情報・サービスを提供することを事業の目的としている。
特に、不動産・金融等の分野については、数多くの調査・研究を実施しているほか、省庁等の機関に対しても
政策上の提言等を行っている。具体的な調査研究業務としては、平成14年実施の「J-REITに関するデータ整備
業務」（財団法人不動産証券化協会）、「私募型不動産ファンド市場の実態把握及びファンドの運用実態に関す
る調査研究」（民間企業）、「土地市場動向把握に関する調査業務」（国土交通省）、平成15年実施の「賃貸住
宅
経営における住宅ローンの利用推進方策に関する調査研究」（住宅改良開発公社）、平成16年実施の「不動産と
金融との融合等に対応した土地に関する諸制度の検証に関する調査」（土地総合研究所）、「不動産市場の整備
及び金融技術を生かした活性化に係る調査業務」（同）等が挙げられる。以上により、当研究所が、本業務を
実施するために必要な不動産証券化に係る事業の内容及び金融市場・住宅市場の実態等に関する知見と専門的
な調査・分析能力を有する唯一の法人であることが認められる。従って、同研究所に本業務を請負わせるもの
である。（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）

問題があるもの 企画競争を実施

785
建築・住宅国際機構
東京都港区虎ノ門３－
２－２第３０森ビル

国際標準対応検討調査
山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月3日 8,685,600

本調査においては我が国の建築基準法等の基準を積極的に国際標準させるための調査・資料作成等を行う。具体
的には、学識経験者等で構成される委員会における国際標準の作成等に関する検討のほか、各国に向けた英文の
紹介資料作成を予定している。建築・住宅国際機構は建築関連分野のＩＳＯの国内審議団体であるため、管理し
ている審議状況等の情報により、国際標準の作成等に関する検討を支援することができる。また、本機構は、国
土交通省住宅局主催の国際会議に関する事務を行っているため、英文資料作成に関するノウハウを有している。
このような事業内容を持つ団体は建築・住宅国際機構の他に存在しないことから、本機構と契約を行うものであ
る。（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
あり

公募を実施（平成１
８年度以降は、公募
を実施（予定））

786
（独）国立印刷局
東京都港区虎ノ門２－
２－４

建築物の安全性の確保を図
るための建築基準法等の一
部を改正する法律案（穴あ
き）

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関2-1-3

平成18年3月15日 1,760,000

本件は、法律の制定手続きにあたり国会に議案として提出するために印刷を行うものである。官報、法律案、予
算書、決算書の印刷については、独立行政法人印刷局法第２０条の規定により、内閣総理大臣による緊急指示権
利による応諾義務が印刷局に課せられている。以上の理由により、本件印刷業務について独立行政法人国立印刷
局を相手方として随意契約を締結するものである。会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

787

東京都個人タクシー協
同組合
東京都中野区弥生町５
－６－６

一般乗用旅客自動車供給
一式

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 31,326,520

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする東京都個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済
性、利便性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約す
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施（平
成１９年度以降企画
競争を実施）

単価
契約

788

東京都個人タクシー協
同組合
東京都中野区弥生町５
－６－６

一般乗用旅客自動車供給
一式

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月30日 36,720,388

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする東京都個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済
性、利便性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約す
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施（平
成１９年度以降企画
競争を実施）

単価
契約
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789
（株）グリーンキャブ
東京都新宿区戸山３－
１５－１

一般乗用旅客自動車供給
一式

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年4月1日 29,280

本契約については、「①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存在しない。」「②運賃は認可認可制で
あり公示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみにくい」との理由により、会計法第２９条の３第
４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。なお、主に深夜（２割増）を中
心に営業をする東京都個人タクシー協同組合のみでは、深夜以外対応できないことが予想されることから経済
性、利便性の面で事務処理手数料がかからず、配車要請に迅速に対応できる法人１０社も含めた１２社と契約す
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あり

企画競争を実施（平
成１９年度以降企画
競争を実施）

単価
契約

790

加賀市長
石川県加賀市大聖寺南
町二４１番地

平成１７年度全国都市再生
モデル調査（加賀市）城下
町「大聖寺」・歴史を語る
町屋の再生（蘇生＆リユー
ス）による新たなる居住提
案への挑戦・・「歩いて暮
らせるまち」・・

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年10月14日 6,208,986

都市再生本部（本部長：内閣総理大臣）において決定された「全国都市再生のための緊急措置～稚内から石垣ま
で～」（平成１４年４月８日）の一環として、平成１７年度内に全国各地で展開される「先導的な都市再生活
動」を、国が「全国都市再生モデル調査」として支援するため、対象となる都市再生活動の提案が募集された。
「全国都市再生モデル調査（加賀市）城下町「大聖寺」・歴史を語る町屋の再生（蘇生＆リユース）による新た
なる居住提案への挑戦・・「歩いて暮らせるまち」・・」はこのような取り組みの一環として、歴史的景観の維
持と街なかにおける良好な居住環境の実現に向けた町屋ストックの再生方策について検討することを目的として
行うものである。加賀市は都市再生本部事務局が行った「モデル調査」の調査対象自治体の募集に応募し、所定
の手続きに沿った厳正な選考の結果、調査内容が「モデル調査」の趣旨と合致していること、調査実施体制が十
分確立されていること等の総合的見地から、調査対象自治体として選定されている。以上のように本調査は加賀
市の提案を受けて実施されるものであり、「地方が自ら考え、自ら行動する」都市再生活動の一環として行われ
るということから、調査対象自治体に委託して行うことが必要不可欠であり、他の自治体は契約の対象となり得
ないことから、同市を委託先として随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４号、予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

791
高野町
和歌山県伊都郡高野町
大字高野山６３６番地

平成１７年度全国都市再生
モデル調査「「宗教環境都
市」高野町の「まちづくり
計画」調査（和歌山県高野
町）」

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月22日 6,208,650

平成１７年度全国都市再生モデル調査「宗教環境都市」高野山の「まちづくり計画」調査（高野町）はこのよう
な取り組みの一環として高野町大字高野山を調査フィールドとして、南紀への大動脈の交通実態調査と対応及び
その結果が観光の動線に与える影響の調査、まちなか居住を実現するための「すまい」を中心とするまちなみ再
生計画の作成、人が観光の主役となるための２１世紀型観光の具現化の検討、地域ブランドによる都市部との交
流計画の作成等を行うものである。高野町は都市再生本部事務局が行った「全国都市再生モデル調査」の提案募
集に応募し、所定の手続きに沿った厳正な選考の結果、提案した調査の内容が「モデル調査」の趣旨と合致して
いること、調査実施体制が十分確立されていること等の総合的見地から、調査対象として選考されている。以上
のように本調査は高野町の提案を受けて実施されるものであり、「地方が自ら考え、自ら行動する」都市再生活
動の一環として行われるということから、調査対象自治体に委託して行うことが必要不可欠であり、他の団体は
契約の相手方となり得ないことから、同町を委託先として随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４
号、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

792
長岡市長
新潟県長岡市幸町２－
１－１

「全国都市再生モデル調査
（長岡市）中山間地域（旧
山古志村）における復興住
宅モデル調査」新たな住宅
政策の方向を示す制度的枠
組みのあり方に関する検討
調査

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年9月6日 6,208,986

都市再生本部（本部長：内閣総理大臣）において決定された「全国都市再生のための緊急措置～稚内から石垣ま
で～」（平成１４年４月８日）の一環として、平成１７年度内に全国各地で展開される「先導的な都市再生活
動」を国が「全国都市再生モデル調査」として支援するため、対象となる都市再生活動の提案が募集された。
「全国都市再生モデル調査（長岡市）中山間地域（旧山古志村）における復興住宅モデル調査」はこような取り
組みの一環として、新潟県中越地震により多くの住宅被害が発生した旧山古志村において、地域特性に対応し、
被災者の経済的負担を低減できる住宅について検討することを目的として行うものである。長岡市は都市再生本
部事務局が行った「モデル調査」の調査対象自治体の募集に応募し、所定の手続きに沿った厳正な選考の結、調
査内容が「モデル調査」の趣旨と合致していること、調査実施体制が十分確立されていること等の総合的見地か
ら、調査対象自治体として選定されている。以上のように本調査は長岡市の提案を受けて実施されるものであ
り、「地方が自ら考え、自ら行動する」都市再生活動の一環として行われるということから、調査対象自治体に
委託して行うことが必要不可欠であり、他の自治体は契約の対象となり得ないことから、同市を委託先として随
意契約するものである。（会計法第２９条の３第４号、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

793
久留米市長
福岡県久留米市城南町
１５ー３

平成１７年度全国都市再生
モデル調査「中心市街地再
生のための街なか居住促進
等検討調査（久留米市）」

山本　繁太郎
住宅局
千代田区霞が関2-1-3

平成17年11月1日 6,209,000

平成１５年６月２６日に開催された第１０回都市再生本部会合において、「全国都市再生のための緊急措置」の
幅広い展開に資するため、地域が自ら考え自ら行動する都市再生活動のモデル調査を実施することが決定された
ところである。平成１７年度全国都市再生モデル調査「中心市街地再生のための街なか居住促進等検討調査（久
留米市）」はこのような取り組みの一環として福岡県久留米市を調査対象地域として、民間賃貸住宅の空き家ス
トックを活用しつつ、中心市街地の活性化や急速な高齢化に対応した高齢者向け住宅を中心とした住宅の確保を
行う市街地整備モデルを構築し、街なか居住の推進を図るものである。久留米市は都市再生本部事務局が行った
「全国都市再生モデル調査」の提案募集に応募し、所定の手続きに沿った厳正な選考の結果、提案した調査の内
容が「モデル調査」の趣旨と合致していること、調査実施体制が十分確立されていること等の総合的見地から、
調査対象として選考されている。以上のように本調査は久留米市の提案を受けて実施されるものであり、「地方
が自ら考え、自ら行動する」都市再生活動の一環として行われるということから、調査対象公共団体に委託して
行うことが必要不可欠であり、他の団体は契約の相手方となり得ないことから、久留米市を委託先として随意契
約するものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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794

コニカミノルタビ
ジネスソリュー
ションズ（株）

電子複写機（高速
型）の賃貸借及び保
守（単価契約）　１
台

山本　隆幸
北海道局長
東京都千代田区
霞ヶ関２－１－２

平成17年4月1日 881,627
当該機器は、平成１６年２月に一般競争入札を行い、引き続き当該機器を再賃貸借するも
のであり、 も当該機器に対する専門的知識を有し、故障時の保守管理体制が整備されて
いる。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があり

平成１９年度よ
り、国庫債務負
担行為を計上

単
価
契
約

795

コニカミノルタビ
ジネスソリュー
ションズ（株）

電子複写機の賃貸借
及び保守（単価契
約）　１台

山本　隆幸
北海道局長
東京都千代田区
霞ヶ関２－１－２

平成17年4月1日 559,283
当該機器は、平成１７年２月に一般競争入札を行い、引き続き当該機器を再賃貸借するも
のであり、 も当該機器に対する専門的知識を有し、故障時の保守管理体制が整備されて
いる。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があり

平成２０年度よ
り、国庫債務負
担行為を計上

単
価
契
約

796
富士ゼロックス
（株）

フルカラー電子複写
機の賃貸借及び保守
（単価契約）　１台

山本　隆幸
北海道局長
東京都千代田区
霞ヶ関２－１－２

平成17年4月1日 3,777,552
当該機器は、平成１５年６月に一般競争入札を行い、引き続き当該機器を再賃貸借するも
のであり、 も当該機器に対する専門的知識を有し、故障時の保守管理体制が整備されて
いる。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があり

平成１９年度よ
り、国庫債務負
担行為を計上

単
価
契
約

797

センチュリー・
リーシング・シス
テム（株）

防災情報システム賃
貸借　一式

山本　隆幸
北海道局長
東京都千代田区
霞ヶ関２－１－２

平成17年4月1日 3,591,000
当該機器は、平成１５年１０月に一般競争入札を行い、引き続き当該機器を再賃貸借する
ものであり、 も当システムに対する専門的知識を有し、故障時の保守管理体制が整備さ
れている。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があり

平成２０年度よ
り、国庫債務負
担行為を計上

798
日立キャピタル
（株）

防災等テレビ会議シ
ステム賃貸借　一式

山本　隆幸
北海道局長
東京都千代田区
霞ヶ関２－１－２

平成17年4月1日 1,521,872
当該機器は、平成１２年４月に一般競争入札を行い、引き続き当該機器を再賃貸借するも
のであり、 も当該システム対する専門的知識を有し、故障時の保守管理体制が整備され
ている。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があり

平成２１年度よ
り、国庫債務負
担行為を計上

799
（株）グリーン
キャブ

傭上自動車代　一式

山本　隆幸
北海道局長
東京都千代田区
霞ヶ関２－１－２

平成17年4月1日 3,964,890

当局の所在する区域におけるタクシー事業者は、一部の事業者を除き、関東運輸局長が公
示した自動認可運賃の範囲内で、各法人事業者及び各一者一車制個人事業者のそれぞれ
で、初乗運賃が同額で営業が行なわれており、、各事業者間における競争が存在しない状
況にあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があり

平成１９年度よ
り、公募を実施

800
東京都個人タク
シー協同組合

傭上自動車代　一式

山本　隆幸
北海道局長
東京都千代田区
霞ヶ関２－１－２

平成17年4月1日 9,504,580

当局の所在する区域におけるタクシー事業者は、一部の事業者を除き、法人事業者にあっ
ては、関東運輸局長が公示した自動認可運賃の 高運賃である初乗運賃６６０円で、ま
た、一者一車制個人事業者にあっては初乗運賃６５０円で営業が行なわれており、各事業
者間における競争が存在しない状況にあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があり

平成１９年度よ
り、公募を実施

801
日個連東京都営業
協同組合

傭上自動車代　一式

山本　隆幸
北海道局長
東京都千代田区
霞ヶ関２－１－２

平成17年4月1日 4,287,540

当局の所在する区域におけるタクシー事業者は、一部の事業者を除き、法人事業者にあっ
ては、関東運輸局長が公示した自動認可運賃の 高運賃である初乗運賃６６０円で、ま
た、一者一車制個人事業者にあっては初乗運賃６５０円で営業が行なわれており、各事業
者間における競争が存在しない状況にあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があり

平成１９年度よ
り、公募を実施



件数
契約の相手方の商号又
は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

802
富士ゼロックス
（株）

電子複写機の保守管
理（単価契約）１台
分

山本　隆幸
北海道局長
東京都千代田区
霞ヶ関２－１－２

平成17年4月1日 441,436 少額なことによるため。（会計法第２９条の３第５項）
見直しの余地

があり

平成１９年度よ
り、国庫債務負
担行為を計上

単
価
契
約

803
富士ゼロックス
（株）

電子複写機の保守管
理（単価契約）１台
分

山本　隆幸
北海道局長
東京都千代田区
霞ヶ関２－１－２

平成17年4月1日 101,134 少額なことによるため。（会計法第２９条の３第５項）
見直しの余地

があり

平成１９年度よ
り、国庫債務負
担行為を計上

単
価
契
約

804
東芝情報機器
（株）

電子複写機の賃貸借
及び保守（単価契
約）　１台

山本　隆幸
北海道局長
東京都千代田区
霞ヶ関２－１－２

平成17年4月1日 630,582
当該機器は、平成１６年３月に一般競争入札を行い、引き続き当該機器を再賃貸借するも
のであり、 も当該機器に対する専門的知識を有し、故障時の保守管理体制が整備されて
いる。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があり

平成１９年度よ
り、国庫債務負
担行為を計上

単
価
契
約

805

コニカミノルタビ
ジネスソリュー
ションズ（株）

ファクシミリの賃貸
借　１台

山本　隆幸
北海道局長
東京都千代田区
霞ヶ関２－１－２

平成17年4月1日 61,104
当該機器は、平成１６年３月に一般競争入札を行い、引き続き当該機器を再賃貸借するも
のであり、 も当該機器に対する専門的知識を有し、故障時の保守管理体制が整備されて
いる。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があり

平成２１年度よ
り、国庫債務負
担行為を計上

806

コニカミノルタビ
ジネスソリュー
ションズ（株）

ファクシミリの賃貸
借　２台

山本　隆幸
北海道局長
東京都千代田区
霞ヶ関２－１－２

平成17年4月1日 110,880
当該機器は、平成１７年２月に一般競争入札を行い、引き続き当該機器を再賃貸借するも
のであり、 も当該機器に対する専門的知識を有し、故障時の保守管理体制が整備されて
いる。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があり

平成２１年度よ
り、国庫債務負
担行為を計上

807
東芝情報機器
（株）

パーソナルコン
ピュータ（ノート
型・電子入札用）２
台の賃貸借

山本　隆幸
北海道局長
東京都千代田区
霞ヶ関２－１－２

平成17年4月1日 182,700
当該機器は、平成１５年１２月に一般競争入札を行い、引き続き当該機器を再賃貸借する
ものであり、 も当該機器に対する専門的知識を有し、故障時の保守管理体制が整備され
ている。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地
があり

１９年度以降に
おいて当該事
務・事業の委託
等を行わないも
の

808
東日本電信電話
（株）

電話料（年間分）

山本　隆幸
北海道局長
東京都千代田区
霞ヶ関２－１－２

平成17年4月1日 1,391,996
長期継続契約
（会計法第２９条の１２）

その他
随意契約によら
ざるを得ないも
の

809
（株）ＮＴＴデ－
タ

官庁会計事務データ
通信システム

山本　隆幸
北海道局長
東京都千代田区
霞ヶ関２－１－２

平成17年4月1日 3,281,004
当該システムを開発した業者であり、当該業者がサービス提供を行っているため（会計法
第２９条の１２）

その他
随意契約によら
ざるを得ないも
の

810
（株）北海道二十
一世紀総合研究所

長期的課題検討調査
業務

吉田　義一
北海道局長
東京都千代田区
霞ヶ関２－１－２

平成17年12月9日 7,455,000

人口減少、安定経済社会、急成長する東アジアなど、新しい時代の潮流の中で、北海道が
果たすべき役割や新たな課題を明らかにし、これに対応した北海道開発の展開方向を検討
とするため、広範な知識・経験を有する者からの企画提案書を求めることとして、企画競
争を実施したことによる。（会計法第２９条の３第４項）

その他 企画競争を実施

811 （株）ドーコン
苫小牧東部地域特定
産業展開可能性調査
業務

吉田　義一
北海道局長
東京都千代田区
霞ヶ関２－１－２

平成18年1月30日 8,032,500

苫小牧東部地域におけるバイオマスエタノール関連産業の展開可能性を検討するため、広
範な知識･経験を有する者からの企画提案書を求めることとして、企画競争を実施したこと
による。（会計法第２９条の３第４項）

その他 企画競争を実施



812

（株）エヌ・ティ・ティ・
データ
東京都江東区豊洲３－
３－３

自動車登録検査業務電子
情報処理システム

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.4.1 4,884,145,801

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している本業務の実
施については、全国９３箇所の運輸支局等に設置した端末機
器とセンター間をデータ伝送回線で結び、オンライン・リアル
タイム処理方式により、自動車登録、検査記録を一元管理す
るシステムである。当該システムは、自動車登録検査業務の
ために作られている唯一のシステムであり、昭和４５年２月に
当時全国に回線ネットワークを持つ唯一の者であった当該法
人と、システム構築と利用契約を締結し現在に至っており、
ハード及びソフト等を一体的に設計・整備し所有する当該法
人のシステムを、データ通信サービス契約に基づき、長期安
定的にサービス提供を受けているものであり、長期継続契約
であるため。（会計法第２９条の１２）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２３年度更改予
定の次期システム
調達から移行）

813

（株）エヌ・ティ・ティ・
データ
東京都江東区豊洲３－
３－３

自動車保有関係手続のワ
ンストップサービス実現に
向けたシステムインテグ
レーション

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.4.1 197,137,500

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している本業務の実
施については、平成１５、１６年度に行ったシステムインテグ
レーション業務を踏まえて、引き続き当該業務を行うこととな
るため、確実かつ円滑なシステムの稼働開始を行うために
は、システムが的確に作動し正常な運用が図れるかを把握
出来る専門的知識と経験が必要であるとともに、ワンストップ
サービスを取り巻くシステムをより理解し、総合試験等を行う
技術を有する者が当該業務を行うことが必要である。当該法
人は、平成１５、１６年度に当該業務を請負っているとともに、
ワンストップサービスと密接な連携を行う必要がある自動車
登録検査業務電子情報処理システムや歳入金電子納付シス
テム等を開発・運用している者であるため、当該業務を行え
る唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

814

（株）エヌ・ティ・ティ・
データ
東京都江東区豊洲３－
３－３

自動車保有関係手続のワ
ンストップサービス実現に
向けたシステム機能増強
分の機器（更新分）

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.4.1 195,329,400

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している本業務の実
施については、当該法人が平成１６年度において、ワンストッ
プサービスの試験運用を行うため、各行政機関と接続するた
めの調整を行ったシステムの借入を請負っており、平成１７
年度も引き続き総合試験用、職員の習熟用、さらに１７年１２
月のシステム稼働開始後には、実際の審査端末として使用
する必要があるが、当該システムを導入することができる唯
一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２１年度以降に
一般競争入札に
移行）

講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

815

（株）エヌ・ティ・ティ・
データ
東京都江東区豊洲３－
３－３

自動車保有関係手続のワ
ンストップサービス実現に
向けたシステム用アプリ
ケーションプログラムの改
良

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.4.1 74,655,000

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している本業務の実
施については、平成１５、１６年度に行った開発業務を踏まえ
て、試験運用の実施結果に基づいたシステムの改良を行うこ
ととなるため、システムの改良を的確かつ合理的に遂行し、
確実かつ円滑なシステムの稼働開始を実現するためには、
ワンストップサービスの基本的開発業務について詳細部分ま
で熟知し、システムが的確に作動し正常な運用が図れるかを
把握できる専門的知識と経験を有する者が実施する必要が
ある。当該法人は、平成１５、１６年度にアプリケーションプロ
グラム業務を請負っており、また、自動車登録検査業務電子
情報処理システムプログラムのＬＡＮ通信制御機能やプリント
出力機能（車検証、検査標章等）等のプログラムをワンストッ
プサービスのアプリケーションに一部流用してプログラムを開
発していることから、自動車登録検査業務電子情報処理シス
テムの開発者である当該法人のみが適正にプログラム改良
業務を行える唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

816

（株）エヌ・ティ・ティ・
データ
東京都江東区豊洲３－
３－３

自動車交通局用個別業務
サーバ及び個別業務シス
テムの運用管理

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.4.1 56,343,000

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している本業務の実
施については、３６５日２４時間稼働を基本としている自動車
交通局用個別業務サーバを適正に保守・管理し、システム及
びハード障害等が発生した場合、行政事務に支障が生じな
いよう迅速かつ正確にシステム及びハード等を速やかに復
旧させる必要がある。当該法人は、現在サーバが設置されて
いるインターネットセンタを所有しており、かつサーバと密接
に連携している「国土交通省オンライン申請システム」及び
「国土交通省ＷＡＮ／ＬＡＮ」等の開発及び管理等を行ってい
る者であり、それらのネットワークシステムとの関係において
障害が発生した場合も含め、適正に保守・管理を行うことが
できる唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

817

エヌ・ティ・ティ・リース
（株）
東京都港区芝浦１－２
－１

自動車交通局用個別業務
サーバ

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.4.1 6,930,000

エヌ・ティ・ティ・リース（株）との間で締結している本業務の実
施については、「国土交通省オンライン申請システム」等と密
接に連携するため、それらのシステムが設置されているイン
ターネットセンタに、当該サーバの搬入、据付、調整、動作等
を速やかに行うと同時に、インターネットセンタの業務に支障
が生じないよう円滑に行われなければならない。これらの要
件を前提に、平成１６年１月に一般競争入札を行い、当該法
人が落札したものであり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２０年度以降に
一般競争入札に
移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

818
テルウェア東日本（株）
東京都渋谷区千駄ヶ谷
５－１４－９

自動車登録管理室内清掃

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.4.1 1,341,900

テルウェル東日本（株）との間で締結している本業務について
は、自動車登録管理室が入居している（株）エヌ・ティ・ティ・
データ築地ビルの管理者との契約に基づき、ビル内全ての
清掃を行っている。当該契約先については、管理の万全を期
すためにビル管理者の契約者とするよう要請されており、庁
舎の賃貸借と不可分な関係にあり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

819

東京都個人タクシー協
同組合
東京都中野区弥生町５
－６－６

一般乗用旅客自動車供給
契約

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.4.1 36,509,640
東京都個人タクシー協同組合との間で締結している本業務
の実施については、認可制運賃であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約

820
東京無線協同組合
東京都杉並区高円寺北
２－１－２０

一般乗用旅客自動車供給
契約

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.4.1 6,124,840
東京無線協同組合との間で締結している本業務の実施につ
いては、認可制運賃であり、競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約

821,
822,
823

トヨタ自動車（株）
東京都文京区後楽１－
４－１８

乗用自動車（燃料電池自
動車）の賃貸借（４月・５月
分他２件）

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.4.1 5,636,218

トヨタ自動車（株）との間で締結している本業務の実施につい
ては、自動車の安全性・環境性能に関する基準を整備するた
め、公道走行の過程で得られる燃料消費率・燃料電池の耐
久性・点検整備等に関する各種データの取得を行うものであ
る。当該法人は、これまでに取得したデータとの互換性を確
保できる唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２０年度以降に
一般競争入札に
移行）

824

日本アイ・ビー・エム
（株）
東京都中央区日本橋箱
崎町１９－２１

自動車保有関係手続のワ
ンストップサービス実現に
向けたシステム用機器（更
新分）

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.4.1 93,692,640

日本アイ・ビー・エム（株）との間で締結している本業務の実
施については、平成１５年度に行った一般競争入札によりシ
ステム用機器を落札し導入したものであり、平成１７年度も引
き続き借入した機器を使用する必要があり、当該法人におい
てソフトウエアの設計、設定、調整を行ったものであるため、
点検等の保守業務を行うにあたって必須となる機器及びソフ
トウェアの構成、機器設定の詳細について熟知し、かつ、障
害時の復旧を迅速に行うことができる唯一の者であり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２０年度以降に
一般競争入札に
移行）

825
（株）リコー
東京都大田区中馬込１
－３－６

電子複写機の保守

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.4.1 6,928,575

（株）リコーとの間で締結している本業務の実施については、
当該機器の製造業者が機器に精通しているため、保守を実
施させることが合理的であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

826
（株）リコー
東京都大田区中馬込１
－３－６

電子複写機の保守

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.4.1 2,949,533

（株）リコーとの間で締結している本業務の実施については、
当該機器の製造業者が機器に精通しているため、保守を実
施させることが合理的であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約

827

センチュリー・リーシン
グ・システム（株）
東京都港区浜松町２－
４－１

国土交通本省行政情報
ネットワークシステム賃貸
借及び保守

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.4.13 3,600,534

センチュリー・リーシング・システム（株）との間で締結している
本業務の実施については、自動車登録管理室で運用してい
る行政情報ネットワークシステムの賃貸借及び保守を請負う
ものであり、国土交通本省で調達を行った行政情報ネット
ワークシステム（以下、「既調達物品等」という。）と連接して
使用することから、既調達物品等の使用に著しい支障が生じ
ないようにしなければならない。そのため、既調達物品等の
契約相手方である当該法人が既調達物品等との互換性を確
保できる唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２０年度以降に
一般競争入札に
移行）

828
（独）国立印刷局
東京都港区虎ノ門２－２
－４

自動車検査証等出力用紙
の製造

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.4.18 39,936,000

（独）国立印刷局との間で締結している本業務については、
自動車検査証等出力用紙（以下「出力用紙」という。）は、自
動車の登録検査に関する証明の際に用いる用紙であって、
所有権の公証や保安基準の適合性の証明として国土交通大
臣が申請者に交付するものである。特に自動車検査証は、
当該自動車の所有者等を表記した書面であり、運行の際に
は携帯義務も課しており、自動車ユーザーにとっては極めて
重要な書面である。このため、自動車検査証等について偽変
造や改ざん等の不正使用が行われないよう、出力用紙には
紙幣等に施されたものと同等の偽造防止を施す必要があり、
マイクロ文字や特殊インキの他、当該法人が特許を取得して
いる独自の偽造防止技術を採用しているところである。この
ように当該法人は、紙幣、印紙及び国債等の唯一の製造実
績がある者であり、また、独立行政法人印刷局法の規定によ
り、偽造防止技術に係る秘密について、その漏えいの防止そ
の他適切な管理のために必要な措置を講じなければならな
いこととされている。さらに、証明書として使用する性質上、
短期間に仕様が変更した場合、多数種類の用紙が出回るこ
とになり、真贋を見極める際混乱が生じ、これにより証明書と
しての信頼性が低下する等の可能性があるため、長期に亘
り同一の仕様の用紙を使用する必要があることから見ても安
定した業務を行うことが可能な唯一の者であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

829
（独）国立印刷局
東京都港区虎ノ門２－２
－４

自動車検査登録印紙の製
造

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.4.25 21,749,046

（独）国立印刷局との間で締結している本業務については、
すき入紙製造取締法第１項により、製造を行うことができる唯
一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

830

（株）電通パブリックリ
レーションズ
東京都中央区銀座２－
１６－７

「不正改造車を排除する運
動」ポスター等の印刷

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.4.28 5,339,880

（株）電通パブリックリレーションズとの間で締結している本契
約の実施については、不正改造防止推進協議会と共同で運
動を実施することとしており、その実施にあたっては、ポス
ター等を用いて、広く周知する広報活動を行うこととしてい
る。この事業で使用するポスター、チラシについては、同協議
会で作成するポスター、チラシと統一することとしており、国
土交通省で使用するものも同じものを使用することとしてい
る。したがって、国土交通省と同協議会が共同で作成するも
のであり、同協議会が選定した事業者を本事業の請負先とし
て選定する唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１８年度から企
画競争を実施）

831

（株）エヌ・ティ・ティ・
データ
東京都江東区豊洲３－
３－３

保安基準緩和車両認定申
請業務システム改修

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.5.23 14,938,140

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している本業務の実
施については、保安基準緩和車両の認定申請等の情報並び
に個別の緩和事項や制限事項等のデータをデータベース化
した保安基準緩和車両認定申請業務システムの改修を行う
ものである。当該法人は、本システムの業務分析、基本設
計、システム設計及び構築を行っていることから、本システム
について詳細な部分まで熟知しており、システムの互換性の
点において懸念のない唯一の者であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１８
年度から公募手
続きを行う）

832
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－
６－２７

ＩＴ監査システムと連携した
整備実務経験者データ
ベースシステムの基本設
計・システム設計

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.5.28 6,058,500

（株）日立製作所との間で締結している本業務の実施につい
ては、平成１６年度にシステム設計・開発をした現行システム
に新たな機能追加と当該システムの基本設計、システム設
計を行うものである。そのシステム設計にあたっては、現行シ
ステムの機能に支障を来たすことなく、確実なシステム構築
が可能となるような設計が必要であり、当該法人は現行シス
テムの設計・開発を行っており、現行システムを詳細に熟知
しており、確実かつ円滑なシステム構築を図るための必要な
知識を有し、現行システムとの互換性の点において懸念のな
い唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

833

新日本監査法人
東京都千代田区内幸町
２－２－３日比谷国際ビ
ル

ＭＯＴＡＳ業務・システムの
適化計画策定のための

調査

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.6.1 29,400,000

新日本監査法人との間で締結している本調査の実施につい
ては、平成１６年度においてMOTAS業務・業務システムの
適化計画も見据えた調査の企画競争を実施し、当該法人の
企画が も優れた内容であったことから、当該調査の契約相
手方として選ばれたところである。本年度においても引き続き
当該調査を実施する必要があり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

834
（財）日本自動車研究所
東京都港区芝大門１－
１－３０

先進的運転支援技術の国
際基準化に関する調査

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.6.3 14,054,558

（財）日本自動車研究所との間で締結している本調査の実施
については、先進的運転支援技術の国際基準化に関する議
論を行うために、先進的運転支援技術の根底にある考え方
と具体的な技術内容について実験的に検証することが必要
となる。当該法人は、これまで先進的運転支援技術の開発等
のASVプロジェクトに開始当初から参画している唯一の者で
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）

835
（財）日本自動車研究所
東京都港区芝大門１－
１－３０

先進安全自動車（ＡＳＶ）の
実用化・普及に関わる検
討調査

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.6.16 126,879,687

(財)日本自動車研究所との間で締結している本調査の実施
については、平成１３年度より第３期ＡＳＶ（先進安全自動車）
推進計画において逐次実施してきた調査である。当該法人
は、同調査の全てを行っており、その調査結果について、十
分な技術的知見を有していることから実施した調査・検討結
果を有機的に結びつけたとりまとめを確実に履行できる唯一
の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）

836
（財）日本自動車研究所
東京都港区芝大門１－
１－３０

世界統一基準（ＧＴＲ）策定
のための頭部後傾抑止装
置のダミーを用いた評価
試験方法の調査

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.6.20 10,630,677

（財）日本自動車研究所との間で締結している本調査の実施
については、頭部後傾抑止装置に関するGTR（世界統一基
準）の策定のための検討に必要な技術的データ・資料を得る
ための調査・検証を行うものである。当該法人は、様々な衝
突試験を行ってきた実績と詳細なデータ取得が可能な施設を
有している唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１８年度から企
画競争を実施）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

837
（独）国立印刷局
東京都港区虎ノ門２－２
－４

自動車検査証等出力用紙
の製造

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.7.11 76,249,600

（独）国立印刷局との間で締結している本業務については、
自動車検査証等出力用紙（以下「出力用紙」という。）は、自
動車の登録検査に関する証明の際に用いる用紙であって、
所有権の公証や保安基準の適合性の証明として国土交通大
臣が申請者に交付するものである。特に自動車検査証は、
当該自動車の所有者等を表記した書面であり、運行の際に
は携帯義務も課しており、自動車ユーザーにとっては極めて
重要な書面である。このため、自動車検査証等について偽変
造や改ざん等の不正使用が行われないよう、出力用紙には
紙幣等に施されたものと同等の偽造防止を施す必要があり、
マイクロ文字や特殊インキの他、当該法人が特許を取得して
いる独自の偽造防止技術を採用しているところである。この
ように当該法人は、紙幣、印紙及び国債等の唯一の製造実
績がある者であり、また、独立行政法人印刷局法の規定によ
り、偽造防止技術に係る秘密について、その漏えいの防止そ
の他適切な管理のために必要な措置を講じなければならな
いこととされている。さらに、証明書として使用する性質上、
短期間に仕様が変更した場合、多数種類の用紙が出回るこ
とになり、真贋を見極める際混乱が生じ、これにより証明書と
しての信頼性が低下する等の可能性があるため、長期に亘
り同一の仕様の用紙を使用する必要があることから見ても安
定した業務を行うことが可能な唯一の者であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

838
（独）国立印刷局
東京都港区虎ノ門２－２
－４

自動車検査標章の製造

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.7.19 113,157,000

（独）国立印刷局との間で締結している本業務については、
自動車検査標章は自動車検査合格を証明するもののひとつ
であり、有効な自動車検査証の交付を受けている登録自動
車及び小型二輪車に表示を義務づけている。また、不正使
用等を禁止しており、偽変造や改ざん及びこれらの不正使用
の脅威に対して偽造防止を施し不正使用等の防止を図る必
要がある。さらに詳細な仕様公開及び製品の外部流出はセ
キュリティー上問題があり、製造過程において厳密な管理体
制を必要とする。自動車検査標章は、自動車検査に合格した
場合、フロントガラス等に表示することにより当該自動車の有
効期間を周知することになるため、不正使用等の防止を図る
必要から偽造防止策を施す必要があり、偽造防止について
は、特殊形状スクリーン及びマイクロ文字等を使った偽造防
止策を施しており、特殊形状スクリーンは当該法人独自の技
術であり特許を有し、また独立行政法人国立印刷局法の規
定により偽造防止技術に係る秘密について、漏えい防止及
び守秘義務を課せられている唯一の者であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

839
（財）日本自動車研究所
東京都港区芝大門１－
１－３０

平成１７年度「高齢者ドラ
イバの知覚低減等に対応
した技術に係る調査」

国土交通省自動車交通
局長　金澤　悟
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.7.19 16,840,892

（財）日本自動車研究所との間で締結している本調査の実施
については、高齢者ドライバの知覚特性及び現実の交通場
面における不安全な運転行動特性を定量的に把握分析する
ものである。当該法人は、これまで当該調査を実施し、調査
の経緯・結果について十分な技術的知見を有し、また収集し
たデータとの互換性を確保し、同一基準・同一視点に基づく
データ処理・分析を行える唯一の者であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）

840
（財）日本自動車研究所
東京都港区芝大門１－
１－３０

排出ガス低減装置に係る
調査

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.8.22 3,014,670

（財）日本自動車研究所との間で締結している本調査の実施
については、各種自動車技術に十分な知見を有し、「ＮＯｘ・Ｐ
Ｍ低減装置措置性能評価制度」の試験方法策定における検
討経緯及び試験データの詳細について熟知している必要が
ある。本調査は、平成１６年度の調査において指摘された技
術的な問題点について、より詳細な調査を実施することか
ら、これまでに集積したデータとの互換性を確保する必要が
ある。当該法人は、「ＮＯｘ・ＰＭ低減装置措置性能評価制度」
における公的機関として排出ガス低減装置の試験を実施して
いるとともに、これまでの集積したデータとの互換性を確保
し、同一基準・同一視点に基づく調査が実施できる唯一の者
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１８年度から企
画競争を実施）

841
（財）日本自動車研究所
東京都港区芝大門１－
１－３０

スピードリミッター効果・影
響評価のための調査

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.8.29 34,977,325

（財）日本自動車研究所との間で締結している本調査の実施
については、大型貨物車に対する速度抑制装置（スピードリ
ミッター）装着義務付けという施策の効果・影響を評価するこ
とを目的に、装置の装着による事故低減効果、交通流に与え
る影響等を平成１５年度から４年計画で分析していくことに
なっている。当該法人は、これまで本調査を請負っており、収
集したデータとの互換性を確保し、同一基準・同一視点に基
づくデータ処理・分析する能力を有している唯一の者であり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）

842

（株）ジェイアール東日
本企画
東京都渋谷区恵比寿南
１－５－５ＪＲ恵比寿ビ
ル

点検・整備の推進のため
の対策事業

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.9.1 12,839,884

（株）ジェイアール東日本企画との間で締結している本業務の
実施については、自動車点検整備推進協議会と共同で当該
事業を効率よく実施することとしており、点検隊の結団式及び
点検フェスティバルを同協議会と共同で開催することとしてい
る。当該法人の選定にあたっては、同協議会が企画競争を
実施した結果、同協議会が選定した事業者を本事業の請負
先として選定する唯一の者であり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１８年度から企
画競争を実施）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

843

（株）ジェイアール東日
本企画
東京都渋谷区恵比寿南
１－５－５ＪＲ恵比寿ビ
ル

「自動車点検整備推進運
動」ポスター等

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.9.1 4,809,889

（株）ジェイアール東日本企画との間で締結している本業務の
実施については、自動車点検整備推進協議会と共同で当該
事業を効率よく実施することとしている。当該法人の選定に
あたっては、同協議会が企画競争を実施した結果、同協議会
が選定した事業者を本事業の請負先として選定する唯一の
者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１８年度から企
画競争を実施）

844
（財）日本自動車研究所
東京都港区芝大門１－
１－３０

歩行者脚部保護試験機器
に関する性能調査

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.9.6 20,023,586

（財）日本自動車研究所との間で締結している本調査の実施
については、歩行者保護性能評価のための試験機器として
フレキシブル脚部衝撃子の性能調査を行うことを目的として
いる。当該法人は、様々な衝突試験を行ってきた実績と詳細
なデータ取得が可能な施設を有している唯一の者であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１８年度から企
画競争を実施）

845
（独）国立印刷局
東京都港区虎ノ門２－２
－４

自動車検査登録印紙の製
造

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.9.7 31,167,807

（独）国立印刷局との間で締結している本業務については、
すき入紙製造取締法第１項により、製造を行うことができる唯
一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

846
（財）日本自動車研究所
東京都港区芝大門１－
１－３０

自動車の衝突安全性向上
のための車体構造に関す
る検討調査

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.9.12 32,266,628

（財）日本自動車研究所との間で締結している本調査の実施
については、大型車と小型車とが衝突した場合に両者が衝
撃エネルギーの吸収を分担する対策について調査するた
め、各種モデルを用いた詳細な実験データを取得することを
目的としている。当該法人は、様々な自動車の前面衝突に関
する試験を行ってきた実績と詳細なデータ取得が可能な施設
を有している唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１８年度から企
画競争を実施）

847
（財）日本自動車研究所
東京都港区芝大門１－
１－３０

衝突安全性を評価するた
めのダミー構造の調査

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.9.15 12,142,445

（財）日本自動車研究所との間で締結している本調査の実施
については、後面衝突時の乗員保護性能を適正に評価する
ためのダミーの改良・開発の指針を得ることを目的として、動
的試験などを通してダミー構造に応じた詳細な実験データを
取得することを目的に行うものである。当該法人は、様々な
人体ダミーの研究や開発を行ってきた実績と詳細なデータ取
得が可能な施設を有している唯一の者であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１８年度から企
画競争を実施）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

848
（株）第一印刷所
東京都台東区根岸２－
１４－１８

自動車等不具合情報ホッ
トラインの広報企画（東京
モーターショー国土交通省
ブースにおける配布物の
企画・製作）

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.9.16 11,999,925

（株）第一印刷所との間で締結している本業務の実施につい
ては、自動車等不具合情報の収集強化として、一般の国民
に対し、自動車等不具合情報ホットラインの認知を広めるた
め、東京モーターショーの国土交通省ブースを活用し、広報
活動を行うことを目的としている。本件の趣旨を踏まえた優れ
た企画を採用するため、企画競争を実施した結果、当該法人
の企画が本件に合致し、かつ優れた内容であると認められた
唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１８年度から企
画競争を実施）

849
（株）三菱総合研究所
東京都千代田区大手町
２－３－６

平成１７年度自動車安全
対策のサイクルの推進に
係る調査

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.9.28 23,971,500

（株）三菱総合研究所との間で締結している本調査の実施に
ついては、自動車安全対策の効果・評価を行うための必要な
基礎資料を作成するため、これまでの調査の経緯及び結果
を踏まえた総合的視点に基づく分析が必要である。当該法人
は、これまでの調査を全て実施し、その調査の経緯・結果に
ついて十分な技術的知見を有している唯一の者であり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１８年度から企
画競争を実施）

850

（株）エヌ・ティ・ティ・
データ
東京都江東区豊洲３－
３－３

審査課個別業務システム
改修

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.10.3 15,183,000

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している本業務の実
施については、国土交通省オンライン申請システムより受付
けた自動車型式指定申請及びリコール届出等の情報を一元
管理しており、蓄積された情報やデータについては、自動車
登録検査業務電子情報処理システムと共有化されており、ま
た、各地方運輸局等においても保安基準に適合するかどう
かの審査事務の際に幅広く活用されており、本システムの機
能に障害が発生すると業務に著しい支障を来すことになる。
このため、本システムを迅速かつ適切に改修できる十分な技
術と知識とを兼ね備えた者を選定する必要がある。当該法人
は、本システムの業務分析、基本設計、製造、試験を行って
いるため、システム改修の技術と知識を十分に有しており、
本システムを改修する上で必要である詳細な部分までも熟知
しているため、互換性の点から懸念のない唯一の者であり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１８
年度から公募手
続きを行う）

851

（株）電通パブリックリ
レーションズ
東京都中央区銀座２－
１６－７

自動車保有関係手続のワ
ンストップサービスの普及
促進ポスター等の企画・作
成

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.10.3 43,071,682

（株）電通パブリックリレーションズとの間で締結している本業
務の実施については、自動車保有関係手続のワンストップ
サービスの利用により、申請者の負担を軽減されることを広く
国民に知ってもらうことを目的としており、本件の趣旨を踏ま
えた優れた企画を採用するため、企画競争を実施した結果、
当該法人の企画が本件に合致し、かつ優れた内容であると
認められた者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１８年度から企
画競争を実施）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

852

あずさ監査法人
東京都新宿区津久戸町
１－２あずさセンタービ
ル

自動車検査登録特別会計
の平成１６年度省庁別財
務書類の作成支援業務

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.10.20 3,208,275

あずさ監査法人との間で締結している本業務の実施につい
ては、自動車検査登録特別会計及び２連結対象法人の特殊
性、独自性について精通しており、また「財政制度分科会法
制・公企業会計部会公企業会計ワーキンググループ」に専門
委員を当初から派遣しており専門的知識を有している。当該
法人は的確な指導・助言等をすることが可能な唯一の者であ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）

853
（独）国立印刷局
東京都港区虎ノ門２－２
－４

自動車検査証等出力用紙
の製造

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.10.21 91,788,800

（独）国立印刷局との間で締結している本業務については、
自動車検査証等出力用紙（以下「出力用紙」という。）は、自
動車の登録検査に関する証明の際に用いる用紙であって、
所有権の公証や保安基準の適合性の証明として国土交通大
臣が申請者に交付するものである。特に自動車検査証は、
当該自動車の所有者等を表記した書面であり、運行の際に
は携帯義務も課しており、自動車ユーザーにとっては極めて
重要な書面である。このため、自動車検査証等について偽変
造や改ざん等の不正使用が行われないよう、出力用紙には
紙幣等に施されたものと同等の偽造防止を施す必要があり、
マイクロ文字や特殊インキの他、当該法人が特許を取得して
いる独自の偽造防止技術を採用しているところである。この
ように当該法人は、紙幣、印紙及び国債等の唯一の製造実
績がある者であり、また、独立行政法人印刷局法の規定によ
り、偽造防止技術に係る秘密について、その漏えいの防止そ
の他適切な管理のために必要な措置を講じなければならな
いこととされている。さらに、証明書として使用する性質上、
短期間に仕様が変更した場合、多数種類の用紙が出回るこ
とになり、真贋を見極める際混乱が生じ、これにより証明書と
しての信頼性が低下する等の可能性があるため、長期に亘
り同一の仕様の用紙を使用する必要があることから見ても安
定した業務を行うことが可能な唯一の者であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

854
（財）日本自動車研究所
東京都港区芝大門１－
１－３０

平成１７年度「自動車の安
全基準整備に関する基礎
調査」

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.11.4 14,852,696

（財）日本自動車研究所との間で締結している本調査の実施
については、自動車安全対策の効果・評価を行うための必要
な基礎資料を作成するため、事故実態の把握を中心に毎年
度実施してきたものである。当該法人は、これまで当該調査
を全て実施し、調査の経緯・結果について十分な技術的知見
を有している唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１８年度から企
画競争を実施）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

855
（株）第一印刷所
東京都台東区根岸２－
１４－１８

自動車等不具合情報ホッ
トラインの広報企画（ＳＡ／
ＰＡ等において配布するチ
ラシの企画・製作）

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.11.25 14,999,985

（株）第一印刷所との間で締結している本業務の実施につい
ては、自動車等不具合情報の収集強化として、一般の国民
に対し、自動車等不具合情報ホットラインの認知を広めるた
め、ＳＡ／ＰＡや道の駅等の施設を活用し、広報活動を行うこ
とを目的としている。本件の趣旨を踏まえた優れた企画を採
用するため、企画競争を実施した結果、当該法人の企画が
本件に合致し、かつ優れた内容であると認められた唯一の者
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１８年度から企
画競争を実施）

856
（財）日本自動車研究所
東京都港区芝大門１－
１－３０

重量車燃費測定方法に係
る技術基準等に関する調
査

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.11.28 10,652,108

（財）日本自動車研究所との間で締結している本調査の実施
については、自動車の排出ガス及び燃費測定方法について
十分な知見を有し、重量車燃費評価手法に関する調査経緯
等について深く理解・精通していることが必要不可欠である。
また、本調査は、１６年度作成した技術基準案及びプログラ
ム案を継続的に見直し、整合性を図りつつ 終的な取りまと
めを行うものであり、１６年度までの調査との関連性を確保し
なければ、必要十分な成果を出すことはできない。当該法人
は、自動車の排出ガスや燃費を測定する業務に携わってお
り、燃費の測定手法の検討に関する実績は十分有している。
燃費測定方法の技術基準化に関わる諸課題についての検
討・調査を実施して技術基準案及びプログラム案を作成して
おり、その経緯及び内容の細部にわたり熟知しているととも
に、１６年度までの調査との関連性を確保し 終的な取りまと
めを行うことが可能な唯一の者であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

857
（独）国立印刷局
東京都港区虎ノ門２－２
－４

自動車検査標章の製造

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.12.1 132,924,000

（独）国立印刷局との間で締結している本業務については、
自動車検査標章は自動車検査合格を証明するもののひとつ
であり、有効な自動車検査証の交付を受けている登録自動
車及び小型二輪車に表示を義務づけている。また、不正使
用等を禁止しており、偽変造や改ざん及びこれらの不正使用
の脅威に対して偽造防止を施し不正使用等の防止を図る必
要がある。さらに詳細な仕様公開及び製品の外部流出はセ
キュリティー上問題があり、製造過程において厳密な管理体
制を必要とする。自動車検査標章は、自動車検査に合格した
場合、フロントガラス等に表示することにより当該自動車の有
効期間を周知することになるため、不正使用等の防止を図る
必要から偽造防止策を施す必要があり、偽造防止について
は、特殊形状スクリーン及びマイクロ文字等を使った偽造防
止策を施しており、特殊形状スクリーンは当該法人独自の技
術であり特許を有し、また独立行政法人国立印刷局法の規
定により偽造防止技術に係る秘密について、漏えい防止及
び守秘義務を課せられている唯一の者であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

858
（株）富士アドシステム
東京都千代田区麹町４
－５

自動車等不具合情報ホッ
トラインの広報企画（ラジ
オＣＭを活用した広報活
動）

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.12.15 14,910,000

（株）富士アドシステムとの間で締結している本業務の実施に
ついては、自動車等不具合情報の収集強化として、一般の
国民に対し、自動車等不具合情報ホットラインの認知を広め
るため、ラジオＣＭを活用し、広報活動を行うことを目的として
いる。本件の趣旨を踏まえた優れた企画を採用するため、企
画競争を実施した結果、当該法人の企画が本件に合致し、
かつ優れた内容であると認められた唯一の者であり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１８年度から企
画競争を実施）

859

（株）エヌ・ティ・ティ・
データ
東京都江東区豊洲３－
３－３

自動車保有関係手続のワ
ンストップサービスシステ
ムのソフト保守・管理

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.12.19 195,930,000

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している本業務の実
施については、平成１７年１２月からのシステム稼働に必要
なシステムの保守・管理を行うため、平成１５～１７年度に製
作したソフト（アプリケーションプログラム）の詳細部分まで熟
知し、システムが的確に作動し正常な運用を行う専門的知識
と経験を有する必要がある。またソフトの一部に自動車登録
検査業務電子情報処理システムプログラムを流用しているこ
とから、当該業務のソフト保守・管理等を行っていく上で、自
動車登録検査業務電子情報処理システムプログラムの知
識・経験が不可欠である。このため当該業務を実施すること
ができるのは、自動車登録検査業務電子情報処理システム
プログラムの開発者でもある唯一の者であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

860

（株）エヌ・ティ・ティ・
データ
東京都江東区豊洲３－
３－３

自動車保有関係手続のワ
ンストップサービス実現に
向けたシステム機能増強
分の機器（拡張分）

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.12.19 187,662,300

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している本業務の実
施については、当該業者は平成１６年度において、ワンストッ
プサービスの試験運用を行うため、各行政機関と接続するた
めの調整を行ったシステムの借入を請負っており、ワンストッ
プサービスの稼動に合わせて、自動車メーカー等から発行さ
れる証明書データ（完成検査終了証等）が全て電子的に全運
輸支局等に提出されることに対応して、その確認のために必
要となる機器であるとともに、ワンストップサービスが稼動し
た地域においては、審査端末等として使用するものであるこ
とから、既に稼動地域用に借入した分の機器と同内容の機
器を借入しないと円滑かつ確実なシステム管理を実現するこ
とができないため、当該機器を借入できるのは、システム機
能増強分に係る業務及び機器の借入を請負った唯一の者で
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２２年度以降に
一般競争入札に
移行）

861

（株）エヌ・ティ・ティ・
データ
東京都江東区豊洲３－
３－３

支局等接続サーバを管理
するための設備の賃貸借

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H17.12.19 99,120,000

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している本業務の実
施については、既に借入しているシステム構成の内、支局等
接続サーバを管理するための設備を賃貸借するものであり、
試験運用時に申請者からの申請データを審査する行政機関
審査端末用として引き続き当該法人が借入している。支局等
接続サーバについては、申請データ（個人情報）を蓄積して
いるため、職員が常駐している当該法人ビルに設置し、職員
の監視の元で適切に情報管理を行うこととしており、その環
境整備のため、空調設備や無停電電源設備等が必要である
が、これらの設備の提供を行うことができる唯一の者であり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

862
（財）日本自動車研究所
東京都港区芝大門１－
１－３０

大型車用ブレーキ併用式
車間距離制御機能付き定
速走行装置の技術指針策
定に係る調査

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H18.1.5 9,543,322

（財）日本自動車研究所との間で締結している本調査の実施
については、増加し続ける交通事故を削減するために、先進
的な技術を導入した安全な自動車の実用化に向けたブレー
キ併用式車間距離制御機能付き定速走行装置の具体的な
技術内容について検証することが必要となる。当該法人は、
これまで先進的運転支援技術の開発等に参画している唯一
の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）

863

（株）エヌ・ティ・ティ・
データ
東京都江東区豊洲３－
３－３

自動車分解整備認定申請
システム改修

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H18.1.6 9,901,500

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している本業務の実
施については、平成１３、１４年度に当該法人が既存システム
の業務分析、基本設計ならびにシステム設計を行いシステム
構築がされている。当該法人はシステム改修にあたり、稼働
中の現行システムに支障を来すことなくシステム改修を行え
る点において懸念のない唯一の者であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１８
年度から公募手
続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

864
（独）国立印刷局
東京都港区虎ノ門２－２
－４

自動車検査証等出力用紙
の製造

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H18.2.8 96,102,400

（独）国立印刷局との間で締結している本業務については、
自動車検査証等出力用紙（以下「出力用紙」という。）は、自
動車の登録検査に関する証明の際に用いる用紙であって、
所有権の公証や保安基準の適合性の証明として国土交通大
臣が申請者に交付するものである。特に自動車検査証は、
当該自動車の所有者等を表記した書面であり、運行の際に
は携帯義務も課しており、自動車ユーザーにとっては極めて
重要な書面である。このため、自動車検査証等について偽変
造や改ざん等の不正使用が行われないよう、出力用紙には
紙幣等に施されたものと同等の偽造防止を施す必要があり、
マイクロ文字や特殊インキの他、当該法人が特許を取得して
いる独自の偽造防止技術を採用しているところである。この
ように当該法人は、紙幣、印紙及び国債等の唯一の製造実
績がある者であり、また、独立行政法人印刷局法の規定によ
り、偽造防止技術に係る秘密について、その漏えいの防止そ
の他適切な管理のために必要な措置を講じなければならな
いこととされている。さらに、証明書として使用する性質上、
短期間に仕様が変更した場合、多数種類の用紙が出回るこ
とになり、真贋を見極める際混乱が生じ、これにより証明書と
しての信頼性が低下する等の可能性があるため、長期に亘
り同一の仕様の用紙を使用する必要があることから見ても安
定した業務を行うことが可能な唯一の者であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

865

（独）交通安全環境研究
所
東京都調布市深大寺東
町７－４２－２７

ディーゼル１３モード規制
値とリモートセンシングデ
バイス測定値の相関に関
する調査

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H18.3.2 9,722,319

（独）交通安全環境研究所との間で締結している本調査の実
施については、 新の自動車環境技術・燃料関係技術に精
通しており、排出ガス試験等を行うに足る所要の人員及び設
備を有する必要がある。また、国民の安全な生活や健康確
保に直接関係する環境性能等に関わる技術について評価し
つつ、過剰な国民負担を課すことのない必要 小限の技術
基準を検討するという点から、公平な立場で業務の遂行が可
能な中立的機関で実施する必要がある。当該法人は、自動
車の環境性能に関する多方面の研究を実施してきた経験を
もち、研究用の数多くの排出ガス試験設備をも有しており、か
つ公平・中立的な唯一の者であり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

866
（独）国立印刷局
東京都港区虎ノ門２－２
－４

自動車検査標章の製造

国土交通省自動車交通
局長　宿利　正史
東京都千代田区霞ヶ関
2-1-3

H18.3.2 60,885,000

（独）国立印刷局との間で締結している本業務については、
自動車検査標章は自動車検査合格を証明するもののひとつ
であり、有効な自動車検査証の交付を受けている登録自動
車及び小型二輪車に表示を義務づけている。また、不正使
用等を禁止しており、偽変造や改ざん及びこれらの不正使用
の脅威に対して偽造防止を施し不正使用等の防止を図る必
要がある。さらに詳細な仕様公開及び製品の外部流出はセ
キュリティー上問題があり、製造過程において厳密な管理体
制を必要とする。自動車検査標章は、自動車検査に合格した
場合、フロントガラス等に表示することにより当該自動車の有
効期間を周知することになるため、不正使用等の防止を図る
必要から偽造防止策を施す必要があり、偽造防止について
は、特殊形状スクリーン及びマイクロ文字等を使った偽造防
止策を施しており、特殊形状スクリーンは当該法人独自の技
術であり特許を有し、また独立行政法人国立印刷局法の規
定により偽造防止技術に係る秘密について、漏えい防止及
び守秘義務を課せられている唯一の者であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



867

日本ビジネスマシン
（株）
大阪府大阪市中央区久
太郎町1-6-11

自動車損害賠償責任保険に
係る審査システムにおけるシ
ステム等の賃貸借及び保守

自動車交通局長　金澤
悟
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H17.4.1 35,910,000

　日本ビジネスマシン（株）との間で締結している本業
務は、自賠責データベースを処理するシステムの賃貸
及び保守を行うものである。
　同法人は、本システムを開発し、自賠責保険の審査
業務のノウハウを熟知している唯一の者であり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項、特例政
令第１３条第１項第２号）

見直しの余地あり

公募を実施
（平成１９年度以
降に公募手続を
行う）

868

（株）中央コンピュータシ
ステム
東京都新宿区西新宿6-
22-1

バイクの自動車損害賠償責
任保険加入状況管理業務

自動車交通局長　金澤
悟
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H17.4.1 23,345,434

　（株）中央コンピュータシステムとの間で締結している
本業務は、昭和５５年度から累積している保険契約
データ（以下、「データ」）と保険会社の保有するデータ
を突合させる等の請け負い業務であり、契約相手方が
変更になった場合、データの互換性の問題から保険会
社側のシステムの改修を強いることになりかねず、著
しい支障が生ずるおそれがあるため。（会計法第２９条
の３第４項、特例政令第１３条第１項第２号）

見直しの余地あり

公募を実施
（平成１９年度以
降に公募手続を
行う）

単価契約
3,300円

869,
870

東京都個人タクシー協
同組合
東京都中野区弥生町5-
6-6

一般旅客自動車供給契約
他１件

自動車交通局長　金澤
悟
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H17.4.1 7,023,840

　東京都個人タクシー協同組合との間で締結している
本業務は、①同一地域同一運賃の状況であることから
競争が存在しないこと、②運賃は認可認可制であり公
示によりあらかじめ知ることができるため競争になじみ
にくいことから、会計法第２９条の３第４項に規定する
「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当
するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

公募を実施
（平成１９年度以
降に公募手続を
行う）

単価契約
関東運輸
局認可料
金

871
澁澤倉庫（株）
東京都中央区日本橋蛎
殻町2-10-30

文書箱保管

自動車交通局長　金澤
悟
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H17.4.1 4,256,025

　澁澤倉庫（株）との間で締結している本業務は、自動
車損害賠償保障事業に係る一件書類を保管するもの
である。
　当該書類は個人情報を大量に含んでいるものであ
り、仮に、同法人以外の者と契約した場合、現在まで
保管している文書箱の移送に多大な費用が予想され
ること、移送の際に紛失のリスクがあること等から、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

公募を実施
（平成１９年度以
降に公募手続を
行う）

単価契約
70円

872

（株）名鉄エージェン
シー
愛知県名古屋市中村区
名駅1-2-4

自賠責保険料等改定に係る
広報用リーフレットの作製等

自動車交通局長　金澤
悟
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H17.4.1 4,000,000

　（株）名鉄エージェンシーとの間で締結している本業
務は、自賠責審議会等での議論を踏まえ、急きょ広報
用リーフレットを配布することとなったものである。同法
人は、過去に自賠関係リーフレット作製等実績があり
自賠制度に精通し、正確かつ短納期で対応可能な唯
一の者であり、競争を許さないため（会計法第29条の
３第４項）。

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）

点検結果 講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地



点検結果 講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

873,
874

東京無線協同組合
東京都杉並区高円寺北
2-1-20

一般旅客自動車供給契約
他１件

自動車交通局長　金澤
悟
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H17.4.1 3,399,830

　東京無線協同組合との間で締結している本業務は、
①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存
在しないこと、②運賃は認可認可制であり公示により
あらかじめ知ることができるため競争になじみにくいこ
とから、会計法第２９条の３第４項に規定する「契約の
性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

公募を実施
（平成１９年度以
降に公募手続を
行う）

単価契約
関東運輸
局認可料
金

875,
876,
877

（株）エヌ･ティ･ティ･デー
タ
東京都江東区豊洲3-3-
3

自動車損害賠償保障事業シ
ステムの情報機器等の保守
他２件

自動車交通局長　金澤
悟
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H17.4.1 2,726,850

　（株）エヌ･ティ･ティ･データとの間で締結している本業
務は、システムの保守を行うものである。同法人は、本
システムを開発し、本システムについて熟知している
唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり

公募を実施
（平成１９年度以
降に公募手続を
行う）

878
富士ゼロックス（株）
東京都港区六本木3-1-
1

デジタル複写機の保守

自動車交通局長　金澤
悟
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H17.4.1 2,594,896

　富士ゼロックス（株）との間で締結している本業務
は、複写機の保守を行うものであるが、同法人は本機
種を製造し、本機種の機能等を熟知している唯一の者
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）

単価契約
4.45円

879
（株）ランディング
東京都新宿区西新宿4-
29-6

自動車損害賠償責任保険
（共済）に係る重要事案届出
資料及び却下事案届出資料
の電子化作業

自動車交通局長　金澤
悟
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H17.4.1 2,002,441

　（株）ランディングとの間で締結している本業務は、自
賠責保険（共済）に係る重要事案等の届出資料の電
子化を行うものである。同法人は、本業務について平
成１４年から継続して請け負っており、本業務について
の十分な知識及び理解力を持った唯一の者であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）

単価契約
30円

880,
881

（株）グリーンキャブ
東京都新宿区戸山3-
15-1

一般旅客自動車供給契約
他１件

自動車交通局長　金澤
悟
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H17.4.1 1,961,620

　（株）グリーンキャブとの間で締結している本業務は、
①同一地域同一運賃の状況であることから競争が存
在しないこと、②運賃は認可認可制であり公示により
あらかじめ知ることができるため競争になじみにくいこ
とから、会計法第２９条の３第４項に規定する「契約の
性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

公募を実施
（平成１９年度以
降に公募手続を
行う）

単価契約
関東運輸
局認可料
金



点検結果 講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

882

（財）社会経済生産性本
部
東京都渋谷区渋谷3-1-
1

タクシー事業における安全管
理に関する調査

自動車交通局長　金澤
悟
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H17.6.1 6,995,656

　（財）社会経済生産性本部との間で締結している本
調査は、タクシー事業の安全に関するあり方を検証す
るものであるが、タクシー運転手の労働環境とタクシー
の安全運行は密接な関係があり、タクシー事業の安全
管理を的確に把握するためには、各事業者の労働環
境等の実態に応じて様々な観点から聞き取りを行い、
その実態について的確に把握・分析することが不可欠
である。
　当該法人は、全国の法人、従業員、労働組合に対し
て行った調査結果等を基に「職場の労使関係」などに
ついて具体的な提言を行っており、本件についても、そ
のデータを活用して各事業者の実態に応じた的確な聞
き取り調査を行うとともに、タクシー事業の安全管理に
ついて網羅的に把握・分析することができる唯一の者
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

883
（財）労働科学研究所
神奈川県川崎市宮前区
菅生2-8-14

高齢者のバス利用実態と車
内働態の分析に係る調査

自動車交通局長　金澤
悟
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H17.6.21 3,993,150

　　（財）労働科学研究所との間で締結している本調査
は、バスの車内事故の発生状況や原因から乗客等の
働態を調査するものである。本調査を実施するために
は、バスの事故の発生状況の分析のほか、事業者、
運転者等へのヒアリング調査や乗客等の働態の観察
により発生原因、防止策について人間工学に基づく詳
細な分析を行う必要性がある。
　同法人は、事業用自動車の運転手の心理的、肉体
的負荷に関する調査・研究の実績が豊富で、様々な産
業における労働について、複数の学問分野にまたがる
学際的なアプローチのもと、職場環境や労働生活の改
善に取り組む我が国唯一の研究機関であり、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

884
（株）博報堂
東京都港区芝浦3-4-1

自賠責制度PR用ポスター及
びリーフレット作製等

自動車交通局長　金澤
悟
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H17.6.30 15,732,714

　（株）博報堂との間で締結している本業務は、企画コ
ンペを行った結果、同法人から提出された企画案が本
事業の趣旨・目的に も合致したものと認められるた
め、同法人を契約の相手方として選定したものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１８年度から企
画競争を実施）



点検結果 講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

885
（株）企画開発
東京都渋谷区恵比寿西
2-3-3

自動車事故調査・分析推進
事業に係る国際海上コンテ
ナの安全輸送調査

自動車交通局長　金澤
悟
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H17.8.1 9,996,000

　（株）企画開発との間で締結している本調査は、国際
海上コンテナの取扱い等運送事業者等が取り組むべ
き措置に関して調査検討を行うことを目的としており、
この目的を達成するためには、国際海上コンテナ輸送
の実態及び自動車交通に関する法制度に十分精通し
ていることが求められる。また、昨年度の調査結果を
客観的に分析し、関係団体へ照会するなど、関係者と
調整できる能力が必要である。
　同法人は、平成16年度調査を受託しており、本調査
で使用する詳細データ、定量的分析に精通しており、
昨年度の調査で構築された関係者とのネットワークを
活用して具体的な措置の検討を行うことができる唯一
の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

886
医療総研（株）
東京都文京区後楽2-3-
4

重度後遺障害者の短期入院
事業の実施に向けての調査

自動車交通局長　宿利
正史
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H17.8.22 4,200,000

　医療総研（株）との間で締結している本調査は、過去
に行った調査結果を踏まえ、短期入院協力病院の選
定や短期入院制度充実のための検討を行うことから、
昨年度までの調査において収集したデータとの互換性
を確保し、同一基準・同一視点に基づくデータ分析が
なされる必要がある。
　同法人は、平成１５年度から継続して重度後遺障害
者に関する調査を請け負っており、上記互換性等の点
において問題のない唯一の者であることから、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

公募を実施
（平成１９年度以
降に公募手続を
行う）

887
（財）日本自動車研究所
東京都港区芝大門1-1-
30

映像記録型ドライブレコー
ダーの搭載効果に関する調
査

自動車交通局長　宿利
正史
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H17.9.1 10,000,000

　（財）日本自動車研究所との間で締結している本調
査は、自動車に関する 新技術情報と関連する各種
データと知見を有し、的確に分析できる能力を有する
必要がある。
　当該法人は、自動車を取り巻く環境問題や安全問題
について、絶えず先進的な研究、試験等を行ってい
る、我が国唯一の自動車に関する中立研究機関であ
り、本調査に必要な技術、能力およびスタッフを有して
いる。また、平成１６年度に本調査の基礎となる調査を
受託するなど、計測技術、データ解析のノウハウを確
立していることから、自動車技術に精通し、かつ中立
的な立場で技術判断を行うことができる唯一の者であ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１８年度から企
画競争を実施）



点検結果 講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

888
（株）日通総合研究所
東京都港区東新橋1-9-
3

自動車事故対策調査事務に
係る指導講習の事故防止効
果に関する受講者の意識調
査

自動車交通局長　宿利
正史
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H17.10.3 1,790,250

　（株）日通総合研究所との間で締結している本調査
は指導講習の事故防止効果の評価を行うものであり、
本業務の遂行には、事業用自動車の運行管理の実態
と分析及び運転者教育の実態と効果についての知見
が必要である。また、個人情報を取り扱うため、情報の
管理に実績のある者でなければならない。
　同法人は、グループ内に自動車運送事業を擁してい
るため、運行管理に深い知識と経験を有しており、昨
年度の調査も受託していることから、運転者教育に係
る知見を有している。また、これまでの受託実績からも
情報管理に十分な能力・体制を有していると判断さ
れ、当該法人は、本業務を総合的・効率的かつ的確に
遂行できる唯一の者であり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

889
（株）日通総合研究所
東京都港区東新橋1-9-
3

保守・管理に起因する車両
欠陥事故の防止方策の検討

自動車交通局長　宿利
正史
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H17.11.10 5,498,290

　㈱日通総合研究所との間で締結している本業務は、
平成１５年度から継続的に実施しているものであるが、
その実施には、自動車の保守・管理及び事故防止等
に精通した種々のデータの収集、分析に関して極めて
高い能力が要求される。
　同法人は、グループ内の自動車点検整備関係の
データ分析を長年行っていることから、保守・管理、事
故防止等を検討する上で欠かせない実態について深
い知見を有しており、過去においても整備管理者、運
行管理者制度に関すること及び事故防止等について
調査、分析、検討等の実績を多数有しているとともに、
昨年度及び一昨年度に請け負った本業務を滞りなく実
施しているなど、本業務を円滑かつ的確に行うための
基盤が確立された唯一の者であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）

890

（株）エヌ･ティ･ティ･デー
タ
東京都江東区豊洲3-3-
3

自動車損害賠償保障事業
（経理・債権）システムの機能
移行及び機能改善

自動車交通局長　宿利
正史
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H17.11.21 79,512,930

　（株）エヌ･ティ･ティ･データとの間で締結している本業
務は、経理・債権システムの機能改善等を行い、その
機能を保障事業システムに移行し、両システムを統合
するものである。本業務を行うためには、現行システム
との継続性、整合性及び記録データの保護対策に十
分に配慮する必要がある。
　同法人は、両システムの開発及び保守管理を行って
おり、かつ、両システムのソフトウェアの著作権を保有
している唯一の者であるため。（会計法第２９条の３第
４項、特例政令第１３条第１項第１号）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

891
（株）企画開発
東京都渋谷区恵比寿西
2-3-3

自動車事故調査・分析推進
事業に係る安全対策の総合
調査

自動車交通局長　宿利
正史
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H17.12.1 12,946,500

　（株）企画開発との間で締結している本調査は、企画
コンペを行った結果、同法人から提出された企画案が
本事業の趣旨・目的に も合致したものと認められる
ため、同法人を契約の相手方として選定したものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１８年度から企
画競争を実施）

892
あずさ監査法人
東京都新宿区津久戸町
1-2

自動車損害賠償保障事業特
別会計の平成16年度省庁別
財務書類の作成支援業務

自動車交通局長　宿利
正史
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H17.12.15 2,513,700

　あずさ監査法人との間で締結している本業務は、企
業会計の手法及び考え方を可能な限り活用し、自賠
特会における財務内容の透明性の確保や説明責任の
向上を図るとの観点で作成するものである。
　本業務を行うためには、自賠特会の特殊性、独自性
を熟知しており、かつ、前年からの連動性に配慮する
必要があるが、同法人は平成１５年度省庁別財務書
類の作成に携わっており、その条件に当てはまる唯一
の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）

893
（株）三菱総合研究所
東京都千代田区大手町
2-3-6

地方都市におけるバス交通
の現状と課題に関する調査

自動車交通局長　宿利
正史
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H17.12.16 6,331,500

　㈱三菱総合研究所との間で締結している本調査は、
地方都市におけるバス交通の利用実態を把握すると
ともに、高度道路交通システム（ＩＴＳ）等を活用したバ
ス交通の現状の役割を整理すること及び、バス交通の
活性化や利便性向上に資する施策について既存の取
り組み事例に基づき検証を行うものである。
　同法人は、これまで地域交通としての乗合バスやＩＴ
Ｓに関する調査等を数多く行ってきた実績があり、バス
事業等に関する調査分析に精通していること、ＩＴＳに
関しての情報を蓄積していることの条件をともに満た
す唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

894

日本PMIコンサルティン
グ（株）
東京都千代田区三番町
6

自賠責における被害者救済
のあり方検討に向けた基礎
調査業務

自動車交通局長　宿利
正史
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H18.2.1 2,940,000

　日本ＰＭＩコンサルティング（株）との間で締結している
本業務は、自動車事故及び自動車事故被害者の将来
予測を踏まえた今後の被害者救済のあり方の検討を
行うものである。
　同法人は、（独）自動車事故対策機構の被害者援護
業務のコンサルティングを請け負っており、本業務に
必要な介護料支出の将来予測について熟知している
唯一の者であることから、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

件数
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

895
（株）ランディング
東京都新宿区西新宿4-
29-6

再保険金推計システムの改
修作業

自動車交通局長　宿利
正史
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H18.2.1 1,900,500

　（株）ランディングとの間で締結している本業務は、自
賠責保険に係る審査システムに蓄積されたデータを利
用し、将来の再保険金の支払に関する推計を行うシス
テムの改修を行うものである。
　同法人は、本システムを開発し、自賠責関係のシス
テムに精通している唯一の者であり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

896

日本ビジネスマシン
（株）
大阪府大阪市中央区久
太郎町1-6-11

自動車損害賠償責任保険に
係る審査システムの改修

自動車交通局長　宿利
正史
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H18.2.15 1,785,000

　日本ビジネスマシン（株）との間で締結している本業
務は、自賠責保険に係る審査システムを改修するもの
である。同法人は、本システムを開発し、自賠責保険
の審査業務のノウハウを熟知している唯一の者であ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

公募を実施
（平成１９年度以
降に公募手続を
行う）

897
ディーエフジェー（株）
東京都中央区築地7-5-
3

自動車事故報告規則改正に
係る自動車運送事業用自動
車事故情報分析システムの
改修

自動車交通局長　宿利
正史
東京都千代田区霞が関
2-1-3

H18.3.1 1,995,000

　ディーエフジェー（株）との間で締結している本業務
は、システムの改修を行うものである。同法人は、本シ
ステムを開発し、自動車事故報告規則に関して十分な
知識を有する唯一の者であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１８年度から企
画競争を実施）



898
（株）大塚商会
東京都千代田区飯田橋２－１
８－４

航空交通流管理センター行政情
報システム運用管理及び保守
作業

航空交通流管理センター所
長　佐々木　良博　福岡市東
区大字奈多字小瀬抜１３０２
－１７

H17.4.1 1,260,630

（株）大塚商会との間で締結している航空交通流管理セン
ター行政情報システム運用管理及び保守作業については、
本システムは（株）大塚商会が構築しており、既存設備の設
計、製造、設置を行った以外のものが実施した場合は、効率
性、信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じ
るおそれがあると判断されるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

899
富士ゼロックス（株）
東京都港区赤坂２－１７－２
２

複写機（ＤＣ４００ＣＰ１台外１台）
保守請負

航空交通流管理センター所
長　佐々木　良博　福岡市東
区大字奈多字小瀬抜１３０２
－１７

H17.4.1 1,144,423

富士ゼロックス（株）との間で締結している複写機（ＤＣ４００Ｃ
Ｐ１台外１台）保守請負については、富士ゼロックス製の複
写機につて、専門的な技術が必要で富士ゼロックス（株）が
一元的に行っているため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(21年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)

900
空港施設（株）
東京都大田区羽田空港１－６
－５

校舎等に係る上水道料金他３件
の分担

航空保安大学校長　殿谷　正
行　東京都大田区羽田空港
1-6-4

H17.4.1 29,209,025

空港施設（株）との間で締結している校舎等に係る上水道料
金他３件の分担については、国有財産法に基づく使用許可
及び空港管理規則に基づく構内営業承認を受けて提供を行
うことが可能な業者が一に限られ、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
上水道料
水道局請求
（円）/使用
量集計
（m3）
下水道料
水道局請求
（円）/使用
量集計
（m3）
給水運営費
247円/m3
排水運営費
255円/m3

901
空港施設（株）
東京都大田区羽田空港１－６
－５

航空保安大学校温水受給
航空保安大学校長　殿谷　正
行　東京都大田区羽田空港
1-6-4

H17.4.1 11,629,498

空港施設（株）との間で締結している航空保安大学校温水受
給については、国有財産法に基づく使用許可及び空港管理
規則に基づく構内営業承認を受けて提供を行うことが可能な
業者が一に限られ、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
2,306円/m3

902
富士ゼロックス（株）
東京都港区赤坂２－１７－２
２

電子複写機保守及び消耗品等
の供給

航空保安大学校長　殿谷　正
行　東京都大田区羽田空港
1-6-4

H17.4.1 5,736,433

富士ゼロックス（株）との間で締結している電子複写機保守
及び消耗品等の供給については、電子複写機を常に良好な
状態にさせておくには機器の構造や機能を熟知しているとと
もに故障時にも速やかに回復させる必要がある。また交換
部品を調達できるのは製造者のみであることから、左記業者
と随意契約を締結したものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

単価契約
Docu
Centere707
 1～15,000
枚 5.37円ほ
か

件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

点検結果 講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）



件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

点検結果 講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

903
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

訓練用情報通信装置保守点検
作業

航空保安大学校長　殿谷　正
行　東京都大田区羽田空港
1-6-4

H17.4.1 5,523,000

日本電気（株）との間で締結している訓練用情報通信装置保
守点検作業については、装置の性能、正常な運用を維持す
るため、設計、製造した以外の者では効率性、信頼性の点
から膨大な時間と要員が必要となり、正常な運用に支障が
生じる恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

904

東京都個人タクシー協同組
合
東京都中野区弥生町５－６－
６

車両借上契約その１
航空保安大学校長　殿谷　正
行　東京都大田区羽田空港
1-6-4

H17.4.1 4,144,770

東京都個人タクシー協同組合との間で締結している車両借
上契約その１については、左記業者は、当該地域において
支所を有していることにより緊急時等にも迅速に対応できる
ことから、随意契約を締結したものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約
関東運輸局
長認可料金

905
（株）櫻商会
東京都大田区京浜島２－１４
－１１

航空保安大学校塵芥等処理作
業

航空保安大学校長　殿谷　正
行　東京都大田区羽田空港
1-6-4

H17.4.1 3,362,621

（株）櫻商会との間で締結している航空保安大学校塵芥等処
理作業については、国有財産法に基づく使用許可及び空港
管理規則に基づく構内営業承認を受けて処理が可能な業者
が一に限られ、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
35円/kg

906
リコー販売（株）
東京都中央区銀座８－１８－
１１

パーソナルコンピュータ（ノート
型）６５台の借入

航空保安大学校長　殿谷　正
行　東京都大田区羽田空港
1-6-4

H17.4.1 1,756,440
リコー販売（株）との間で締結しているパーソナルコンピュー
タ（ノート型）６５台の借入については、リース物品であり継続
して使用する必要があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(20年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)

907
シンユービジネス（株）
千葉県千葉市中央区都町１
－３４－１

電子複写機３第他２点の賃貸借
航空保安大学校長　殿谷　正
行　東京都大田区羽田空港
1-6-4

H17.4.1 1,607,760
シンユービジネス（株）との間で締結している電子複写機３第
他２点の賃貸借については、リース物品であり継続して使用
する必要があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(20年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)

908
富士ゼロックス宮城（株）
宮城県仙台市青葉区五橋１
－１－２３

デジタル複写機６台他２点の賃
貸借及び保守

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.4.1 3,381,331
宮城ゼロックス（株）との間で締結しているデジタル複写機６
台他２点の賃貸借及び保守については、賃貸借を継続する
必要があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(19年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)



件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
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（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

909
（株）大友商事
宮城県名取市小山２－９－１
６

パソコン２７台及び訓練用ワーク
ステーション賃貸借

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.4.1 3,191,580
（株）大友商事との間で締結しているパソコン２７台及び訓練
用ワークステーション賃貸借については、賃貸借を継続する
必要があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(19年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)

910
（株）赤井沢
宮城県仙台市太白区長町５
－３－３

分煙機器類賃貸借及び保守

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.4.1 834,750
（株）赤井沢との間で締結している分煙機器類賃貸借及び保
守については、賃貸借を継続する必要があるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(19年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)

911
ＮＥＣリース（株）
東京都港区芝５－２９－１１

パーソナルコンピュータ等賃貸
借

札幌航空交通管制部長　吉
野　亨二　札幌市東区北37条
東26丁目1-25

H17.4.1 1,990,800

ＮＥＣリース（株）との間で締結しているパーソナルコンピュー
タ等賃貸借については、調達の初年度に複数年契約を前提
とした競争入札を実施し、次年度以降の機器等の賃貸借契
約を締結したため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(20年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)

912
太陽通工(株)
北海道札幌市中央区大通西
２１丁目４６番地２５５

庁舎一般加入電話施設保守業
務請負

札幌航空交通管制部長　吉
野　亨二　札幌市東区北37条
東26丁目1-25

H17.4.1 1,620,000

太陽通工（株）との間で締結している庁舎一般加入電話施設
保守業務請負については、当部の保守対象施設である電話
交換機は富士通（株）社製であり、同交換機のプログラム
データは同社独自の設定になっている。さらにプログラム
データの確認及び設定変更の際には、セキュリティーコード
が設定されているため、富士通（株）から教育を受けた者以
外は作業にあたることができない。そのため、本件保守業務
に当たる業者は、富士通（株）関連業者の中から選定するす
ることとされ、太陽通工（株）は富士通（株）のディーラーであ
り、当部電話交換機の設置調整工事を行った業者であるた
め、同交換機の機能、現状について も熟知しており、障害
時にあっても２４時間体制での速やかな対応が可能であり、
当該業者以外他にできる者はないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

913

日本オーチス・エレベータ
（株）
東京都中央区晴海１－８－１
０

庁舎エレベーター施設保守業務
請負

札幌航空交通管制部長　吉
野　亨二　札幌市東区北37条
東26丁目1-25

H17.4.1 1,033,200

日本オーチス・エレベータ（株）との間で締結している庁舎エ
レベーター施設保守業務請負については、当部庁舎エレ
ベーター施設は、日本オーチス・エレベータ（株）製であり、道
内におけるアフターサービスの代理店業務は同社北海道支
店だけが行っている。当該施設の機能、現状について も熟
知しており、障害時にあっても２４時間体制での速やかな対
応が可能であり、当該業者以外他にできる者はないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)



件数
契約の相手方の商号又は
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914

エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ションズ（株）
東京都千代田区内幸町１－１
－６

高速デジタル通信ネットワーク
点検請負

システム開発評価・危機管理
センター所長　竹村　亮　大
阪府池田市空港2-2

H17.4.1 2,520,000

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）との間で締結してい
る高速デジタル通信ネットワーク点検請負については、本装
置はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）が設計・製造し
た設備であったことから、技術上の機密事項等が含まれて
おり他社ではその技術面から支障が生じるおそれが思料さ
れるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

915
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

複合情報多重化装置点検請負
システム開発評価・危機管理
センター所長　竹村　亮　大
阪府池田市空港2-2

H17.4.1 2,310,000

日本電気（株）との間で締結している複合情報多重化装置点
検請負については、本装置は日本電気（株）が設計・製造し
た設備であったことから、技術上の機密事項等が含まれて
おり他社ではその技術面から支障が生じるおそれが思料さ
れるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

916
富士ゼロックス（株）
東京都港区赤坂２－１７－２
２

デジタル複写機、ファクシミリの
賃貸借及び保守

システム開発評価・危機管理
センター所長　竹村　亮　大
阪府池田市空港2-2

H17.4.1 1,798,140
富士ゼロックス（株）との間で締結しているデジタル複写機、
ファクシミリの賃貸借及び保守については、賃貸借契約を継
続させるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(19年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)

917
（株）オキジム
浦添市港川４５８番地

デジタル複合機賃貸借及び保守
（キャノン）

那覇航空交通管制部長　近
藤　信行　那覇市鏡水334

H17.4.1 7,478,993

（株）オキジムとの間で締結しているデジタル複合機賃貸借
及び保守（キャノン）については、既調達物品を継続して使用
する必要があるため、左記業者と随意契約を締結したもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(21年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)

918
（資）つきしろ交通
沖縄県島尻郡南風原町字兼
城606-1

巡回保守用車輌借り上げ
那覇航空交通管制部長　近
藤　信行　那覇市鏡水334

H17.4.1 3,338,660

（資）つきしろ交通との間で締結している巡回保守用車輌借
り上げについては、左記業者は、緊急時に迅速な対応がで
きることから、左記業者と随意契約を締結したものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

単価契約
沖縄総合事
務局長認可
料金

919
（株）オーシーシー
浦添市字沢岻４９６番地

パーソナルコンピューター賃貸
借契約

那覇航空交通管制部長　近
藤　信行　那覇市鏡水334

H17.4.1 2,022,300

（株）オーシーシーとの間で締結しているパーソナルコン
ピューター賃貸借契約については、既調達物品を継続して
使用する必要があるため、左記業者と随意契約を締結した
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(23年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)



件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

点検結果 講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

920
光通信工業（株）
浦添市牧港５丁目４番１０号

構内交換電話設備保守
那覇航空交通管制部長　近
藤　信行　那覇市鏡水334

H17.4.1 1,283,304

光通信工業（株）との間で締結している構内交換電話設備保
守については、当該設備の設計・製造者より保守について委
任を受けている者が上記業者以外にないことから、左記業
者と随意契約を締結したものである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

921
沖縄リコー（株）
沖縄県那覇市寄宮１丁目３番
３７号

乾式電子複写機保守（リコー）
那覇航空交通管制部長　近
藤　信行　那覇市鏡水334

H17.4.1 1,127,964

沖縄リコー（株）との間で締結している乾式電子複写機保守
（リコー）については、既調達物品を継続して使用する必要
があるため、左記業者と随意契約を締結したものである（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

単価契約
・賃貸借料
金（消費税
別途）
　機器①
＠30,200円
／月×1台
　１～3,000
枚　@19,350
円／月ほか

922
沖縄日立キャピタル（株）
那覇市久茂地２丁目９番１号

共済組合電子計算機の賃貸借
那覇航空交通管制部長　近
藤　信行　那覇市鏡水334

H17.4.1 1,045,800

沖縄日立キャピタル（株）との間で締結している共済組合電
子計算機の賃貸借については、既調達物品を継続して使用
する必要があるため、左記業者と随意契約を締結したもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

923
ＮＥＣリース（株）
東京都港区芝５－２９－１１

パーソナルコンピュータ等賃貸
借

福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H17.4.1 2,853,900
ＮＥＣリース（株）との間で締結しているパーソナルコンピュー
タ等賃貸借については、賃貸借を継続する必要があるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(20年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)

924
富士ゼロックス（株）
東京都港区赤坂２－１７－２
２

複写機（富士ゼロックスＤＣ５５１
Ｋ）１台外５台保守請負

福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H17.4.1 1,687,038

富士ゼロックス（株）との間で締結している複写機（富士ゼ
ロックスＤＣ５５１Ｋ）１台外５台保守請負については、富士ゼ
ロックス製の複写機は、専門的な技術が必要で富士ゼロック
ス（株）が一元的に行っているため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(21年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)

単価契約
（１）普通料
金方式
単価（黒
モード）
　　 1～
1,000枚目ま
で
7.13円ほか

925
福和タクシー（株）
福岡県福岡市東区和白３－１
９－２０

旅客運送契約（三郡山巡回保
守・その１）

福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H17.4.1 1,658,870

福和タクシー（株）との間で締結している旅客運送契約（三郡
山巡回保守・その１）については、左記業者は、地元及び三
郡山近辺の交通事情を熟知しており、必要及び緊急時にお
いて も迅速な対応が可能であるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約
九州運輸局
長認可料金
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926
日本電気システム建設（株）
東京都品川区東品川１－３９
－９

防護警報設備保守点検作業
福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H17.4.1 1,150,000

日本電気システム建設（株）との間で締結している防護警報
設備保守点検作業については、防護警報設備は、保安体制
を維持するため、設備に異常が発生したら迅速かつ適切に
対応し、設備の信頼性を常に維持することが必要であり、当
部の防護警報設備を左記業者が設計、製造、設置工事を
行ったことから、本設備の構成等を熟視しており、適正に維
持管理を出来るのは左記業者しかないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

927
ＮＥＣネッツエスアイ（株）
東京都品川区東品川１－３９
－９

防護警報設備保守点検作業
福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H17.4.1 1,150,000

ＮＥＣネッツエスアイ（株）との間で締結している防護警報設
備保守点検作業については、防護警報設備は、保安体制を
維持するため、設備に異常が発生したら迅速かつ適切に対
応し、設備の信頼性を常に維持することが必要であり、当部
の防護警報設備を左記業者が設計、製造、設置工事を行っ
たことから、本設備の構成等を熟視しており、適正に維持管
理を出来るのは左記業者しかないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

928
福和タクシー（株）
福岡県福岡市東区和白３－１
９－２０

旅客運送契約
福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H17.4.1 1,067,300

福和タクシー（株）との間で締結している旅客運送契約につ
いては、左記業者は、地元の交通事情を熟知しており、必要
及び緊急時において も迅速な対応が可能であるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約
九州運輸局
長認可料金

929
（独）国立印刷局
東京都港区虎ノ門２－２－４

官報公告掲載契約
国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 4,903,920

（独）国立印刷局との間で締結している官報公告掲載契約に
ついては、官報の販売並びに公告は、国立印刷局が内閣府
と委託契約を締結し行っており、他の者では本件を実施する
ことはできないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
１行あたり
735円

930
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－４
－１

航空路管制情報処理システム
等電子計算機の賃貸借

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 4,579,234,538

日本電子計算機（株）との間で締結している航空路管制情報
処理システム等電子計算機の賃貸借については、当該情報
処理システムは電子計算機とソフトウェアが一体で開発され
たものであり、電子計算機について賃貸借及び保守業務を
更新する必要があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

931
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－４
－１

開発評価システム電子計算機
の賃貸借

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 1,955,455,924

日本電子計算機（株）との間で締結している開発評価システ
ム電子計算機の賃貸借については、本システムは、互換性
のない既存の調達物品と、これらの機器を対象として開発さ
れたソフトウェアによって連接されることにより、ハードウェア
とソフトウェアが一体となって機能するものである。平成１７
年度もこれらシステムを引き続き運用するため、賃貸借を継
続する必要があり現状において、電子電算機のレンタルを
行っているのは日本電子計算機（株）以外には存在しないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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932
（株）日本航空ジャパン
東京都品川区東品川２－４－
１１

平成１7年度航空保安施設飛行
検査機保守点検整備作業

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 696,150,000

（株）日本航空ジャパンとの間で締結している平成１7年度航
空保安施設飛行検査機保守点検整備作業については、本
契約の履行は整備施設が東京国際空港内であり、かつ必要
な限定資格を有した航空整備士が確保されている左記業者
でなければならない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

933

首都高速湾岸線（横浜地区）
割引社会実験協議会
神奈川県横浜市中区港町１
－１

平成17年度首都高速湾岸線（横
浜地区）割引社会実験

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 300,000,000

首都高速湾岸線（横浜地区）割引社会実験協議会との間で
締結している平成17年度首都高速湾岸線（横浜地区）割引
社会実験については、横浜市内から羽田空港までの区間に
ついて、首都高速湾岸線の料金を割り引くことによる効果を
検証するものであることから、当該場所でなければ行政事務
（割引社会実験）をおこなうことが不可能であり、当該高速道
路を管理運営する首都高速道路公団を構成員に加え、当該
社会実験を実施するために設立した協議会（他の構成員
は、関東地方整備局、東京航空局、横浜市など）が唯一の
要件を備えた機関であるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

934

（株）日本シークレット・サービ
ス
東京都千代田区永田町１－１
１－１

国土交通省航空局職員宅等警
備

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 143,535,373

（株）日本シークレット・サービスとの間で締結している国土
交通省航空局職員宅等警備については、特定の職員の人
命、財産及び安全の確保という実施理由から本警備作業に
係る仕様等の内容については、多数の業者に明示できるよ
うなものではなく、また警備内容に係る一切の秘密を保持す
る必要がある。左記業者は平成１１年から本業務を実施して
おり、その警備業務等の実施及び秘密保持について十分満
足するものであり且つ信頼をおけるものであるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(18年
度以降に一般競争入
札に移行)

935
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

飛行計画情報処理システム保
守請負

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 56,453,040

日本電気（株）との間で締結している飛行計画情報処理シス
テム保守請負については、当該システムの製造を行った以
外の者が実施した場合は正常なシステム運用に著しい支障
が生じる恐れがある等と判断されるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

936
日本ユニシス（株）
東京都江東区豊洲１－１－１

平成17年度航空局行政情報
ネットワークシステム等運用・管
理及び保守業務

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 51,975,000

日本ユニシス（株）との間で締結している平成17年度航空局
行政情報ネットワークシステム等運用・管理及び保守業務に
ついては、本システムの機能等を詳細に熟知している必要
があり、設計、製造まで一貫して実施した者以外から調達し
た場合、効率性、信頼性等の観点から、その作業に膨大な
時間と要員が必要となり、正常な運用に著しい支障が生じる
恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

937
東京無線協同組合
東京都杉並区高円寺北２－１
－２０

乗用自動車（タクシー）の借上げ
国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 46,130,820

東京無線協同組合との間で締結している乗用自動車（タク
シー）の借上げについては、左記業者は、当局周辺地域に
おいて多数の車両を保有しており、緊急時に迅速な対応が
できるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約
関東運輸局
長認可料金
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938
日の丸自動車（株）
東京都文京区後楽１－１－８

乗用自動車（タクシー）の借上げ
国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 28,247,260

日の丸自動車（株）との間で締結している乗用自動車（タク
シー）の借上げについては、左記業者は、当局周辺地域に
おいて多数の車両を保有しており、緊急時に迅速な対応が
できるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約
関東運輸局
長認可料金

939

東京都個人タクシー協同組
合
東京都中野区弥生町５－６－
６

乗用自動車（タクシー）の借上げ
国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 27,380,490

東京都個人タクシー協同組合との間で締結している乗用自
動車（タクシー）の借上げについては、会計法２９条の３第４
項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」
に該当し、かつ政府調達に関する協定第１５条１（ｂ）に規定
する「技術的な理由により競争が存在しない」に適合するた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約
関東運輸局
長認可料金

940
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

開発評価用RDP周辺装置保守
請負

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 23,008,860

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している開発評価用
RDP周辺装置保守請負については、当該機器は航空管制
用に特別に開発されたソフトウェア上で動く特殊な機器であ
り、システムの運用の継続性及び信頼性の確保は計画的な
保守と時宣を得た補修及び緊急時の適宜な対処によって支
えられるものである。よって本請負契約はを行うにあたって
は本システムの機能等を詳細に熟知している必要があるこ
とから設計、製造まで一貫して実施した左記業者と随意契約
を結ぶこととする。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

941
国際自動車（株）
東京都港区赤坂２－１７－２
２

車両借り上げ（成田関係その１）
国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 14,376,727

国際自動車（株）との間で締結している車両借り上げ（成田
関係その１）については、１７年度において暫定平行滑走路
の2500m化に向けての未買収地の地権者との交渉過程にお
いて過激派の批判を招く恐れがある。このことから職員の行
動状況や住所、車内における電話等の内容の漏洩を 小限
に抑えるために、業者及び運転手を固定する必要がある。
左記業者は長年にわたる契約実績があり信頼できるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約
関東運輸局
長認可料金

942
エヌ・ティ・ティ・コムウェア
（株）
東京都港区江南１－９－１

航空局行政情報ネットワークシ
ステムサーバ機器等賃貸借

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 11,990,349

エヌ・ティ・ティ・コムウェア（株）との間で締結している航空局
行政情報ネットワークシステムサーバ機器等賃貸借につい
ては、継続して賃貸借する必要があるため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(20年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)

943
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

開発評価用FDMS等システム保
守請負

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 9,974,790

日本電気（株）との間で締結している開発評価用FDMS等シ
ステム保守請負については、当該機器は航空管制用に特別
に開発されたソフトウェア上で動く特殊な機器であり、システ
ムの運用の継続性及び信頼性の確保は計画的な保守と時
宣を得た補修及び緊急時の適宜な対処によって支えられる
ものである。よって本請負契約はを行うにあたっては本シス
テムの機能等を詳細に熟知している必要があることから設
計、製造まで一貫して実施した左記業者と随意契約を締結し
たものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)



件数
契約の相手方の商号又は
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944
ネット・チャート・ジャパン（株）
神奈川県横浜市港北区新横
浜２－１５－１０

飛行検査業務ネットワークのイ
ンターネット接続

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 5,869,500

ネット・チャート・ジャパン（株）との間で締結している飛行検
査業務ネットワークのインターネット接続については、本業務
を１６年度から契約している左記業者以外から調達した場合
インターネットの回線等を新規に設置する必要があり、その
作業に膨大な時間と要員がかかるだけでなく運用不能の期
間が生じることになり業務に支障を来たすため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

945
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

平成17年度空域設計評価シス
テムに係る基礎データの更新請
負

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 5,775,000

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している平成17年度
空域設計評価システムに係る基礎データの更新請負につい
ては、既に調達したシステムのデータ更新を行うものであり、
プログラムを設計した以外の者が実施した場合、その正常な
運用に著しい支障が生じる恐れがあるため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

946
ＮＥＣリース（株）
東京都港区芝５－２９－１１

航空従事者管理システム端末
機器等の賃貸借

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 5,707,800

ＮＥＣリース（株）との間で締結している航空従事者管理シス
テム端末機器等の賃貸借については、本システムは、互換
性のない既存の機器とこれらの機器を対象として開発された
ソフトウェアによって連接されることにより、ハードウェアとソ
フトウェアが一体となって機能するものであり、本機器を賃貸
借できるのは、上記相手方以外にいない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(20年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)

947

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）
東京都中央区日本橋本町１
－５－４

平成17年度コニカミノルタ複写
機の賃貸借及び保守等

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 5,646,862

コニカミノルタビジネスソリューションズ（株）との間で締結し
ている平成17年度コニカミノルタ複写機の賃貸借及び保守
等については、継続して賃貸借する必要があるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(21年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)

機種名
【Sitios
7085】
①賃貸借料
金　＠7,700
円／月・台
②保守等料
金
１～50,000
枚　@ 1.20
円／枚ほか

948
（株）ＪＡＬビジネス
東京都品川区東品川２－２－
２４

国土交通省航空局幹部秘書業
務への労働者派遣（その３）

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 5,051,568

（株）ＪＡＬビジネスとの間で締結している国土交通省航空局
幹部秘書業務への労働者派遣（その３）については、左記業
者は平成１４年２月から当局へスタッフを派遣しており、その
派遣された職員は契約に基づく義務を誠実かつ適切に履行
するとともに、これまでの経験からその業務の重要性等を十
分熟知し、幹部並びに当局職員との関係も極めて良好であ
る。このことから左記業者から派遣されている人材は優良で
あると評価され、その人材の派遣を確保するためには左記
業者との契約を継続する必要があるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

単価契約
時間内 １時
間あたり
2,205円
時間外 １時
間あたり
2,756円
深　 夜 １時
間あたり
3,307円
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949
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

飛行検査用データベース更新作
業

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 4,935,000

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している飛行検査用
データベース更新作業については、左記業者は支援システ
ムの製造に関わりシステム全体に精通している。左記業者
以外が更新作業を担当した場合、膨大な時間と人員が必要
となるだけでなく更新不能の期間が生じることにより業務に
著しい支障が生ずることとなるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

950
（株）ＪＡＬビジネス
東京都品川区東品川２－２－
２４

国土交通省航空局幹部秘書業
務への労働者派遣（その２）

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 4,720,410
（株）ＪＡＬビジネスとの間で締結している国土交通省航空局
幹部秘書業務への労働者派遣（その２）については、落札者
が契約を結ばないため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

単価契約
時間内 １時
間あたり
2,205円
時間外 １時
間あたり
2,756円
深　 夜 １時
間あたり
3,307円

951
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５－
１２

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ等賃貸借（運用
課飛行検査官室）

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 4,620,798
日立キャピタル（株）との間で締結しているﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
等賃貸借（運用課飛行検査官室）については、継続して賃貸
借する必要があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(20年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)

952
芙蓉総合リース（株）
東京都千代田区三崎町３－３
－２３

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ等賃貸借（航空
交通流管理ｾﾝﾀｰ）

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 4,283,748
芙蓉総合リース（株）との間で締結しているﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
等賃貸借（航空交通流管理ｾﾝﾀｰ）については、継続して賃
貸借する必要があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(19年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)

953
（株）リコー
東京都大田区中馬込１－３－
６

平成17年度リコー複写機の賃貸
借及び保守等

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 3,951,643
（株）リコーとの間で締結している平成17年度リコー複写機の
賃貸借及び保守等については、継続して賃貸借する必要が
あるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(20年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)

①賃貸借料
金　＠1,000
円／月
②保守等料
金
（フルカ
ラー）
１～1,000枚
@ 14.82円
／枚ほか
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954
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５－
１２

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ等賃貸借（ｼｽﾃ
ﾑ開発評価・危機管理ｾﾝﾀｰ）

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 3,901,590

日立キャピタル（株）との間で締結しているﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
等賃貸借（ｼｽﾃﾑ開発評価・危機管理ｾﾝﾀｰ）については、継
続して賃貸借する必要があるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(20年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)

955
（株）霞ヶ関情報センター
東京都港区虎ノ門１－２２－
１３

航空機安全情報システムに関す
るハードウェア等の賃貸借

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 3,422,412

（株）霞ヶ関情報センターとの間で締結している航空機安全
情報システムに関するハードウェア等の賃貸借については、
航空機安全情報システムには耐空証明検査等を行う場合に
は不可欠なデータが収められている。左記業者以外から調
達した場合、データ通信に係る設定が必要となることから引
き続き賃貸借を更新するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(19年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)

956
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５－
１２

平成17年度文書ファイリングシ
ステム賃貸借

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 3,288,600

日立キャピタル（株）との間で締結している平成17年度文書
ファイリングシステム賃貸借については、当該システムは互
換性のない既存の物品と、これらの機器を対象として開発さ
れたソフトウェアによって、連接されることによりハードウェア
とソフトウェアが一体となって機能するものであり１７年度もこ
れらシステムを引き続き運用するため賃貸借を継続する必
要があり、これら機器をレンタルしているのは左記業者以外
にはないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

957
（株）インフォファーム
岐阜県羽島郡柳津町流通セ
ンター１－８－４

機器製造事務管理システム運
用支援業務

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 2,553,600

（株）インフォファームとの間で締結している機器製造事務管
理システム運用支援業務については、システムに関する問
い合わせ及びシステムの安定かつ効率的運用のためのプロ
グラム改修等を行うものであり、既存システムの設計、プロ
グラム作成及びデータ構築を行った以外の者がこれを実施
した場合、その正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

958
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

物品管理システム機器賃貸借
国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 2,521,008

日本電気（株）との間で締結している物品管理システム機器
賃貸借については、本システムは互換性のない既存の機器
とこれらの機器を対象として開発されたソフトウェアによって
連接されることによりハードウェアとソフトウェアが一体となっ
て機能するものであり本機器を賃貸借できるのは左記業者
のみであるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

959
（株）パワーネッツ
東京都港区港南２－１６－１

国土交通本省航空局インター
ネット回線の利用

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 2,182,320

（株）パワーネッツとの間で締結している国土交通本省航空
局インターネット回線の利用については、平成１５年度に主
に電子入札に利用するために構築したインターネット環境を
利用するものであるが。現在契約している左記業者以外か
ら調達した場合、多額の費用を要する再構築を必要とし電子
入札システムを利用した業務等の正常な運用に著しい支障
を生じる恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(20年
度以降に一般競争入
札に移行)
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960
ＡＴＣＦ共同企業体
東京都江東区豊洲３－３－３

スポット総合調整システム保守
請負

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 2,034,900

ＡＴＣＦ共同企業体との間で締結しているスポット総合調整シ
ステム保守請負については、既に調達したシステムの保守
を行うものであり、製造業者以外の者が実施した場合、その
正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

961
日立コンピュータ機器（株）
神奈川県足柄上郡中井町境
７８１

平成17年度文書ファイリングシ
ステム保守請負

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 1,181,250

日立コンピュータ機器（株）との間で締結している平成17年度
文書ファイリングシステム保守請負については、既に調達し
たシステムの保守を行うものであり、製造業者以外の者が実
施した場合、その正常な運用に著しい支障が生じる恐れが
あるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

962
コスモ石油（株）
東京都港区芝浦１－１－１

航空タービン燃料油抜取等作業
国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 1,024,934

コスモ石油（株）との間で締結している航空タービン燃料油抜
取等作業については、東京国際空港では燃料の抜取作業
の専門に実施している業者はいない。また航空機への給
油、抜取とその再補給は一連の作業であることから燃料の
供給業者と同一業者を指定することにより効率的に抜取作
業を実行することができる。よって当局への航空タービン燃
料供給業者と随意契約を結ぶこととする。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

963
（株）リコー
東京都大田区中馬込１－３－
６

平成17年度リコーFAX等の賃貸
借

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 1,009,260
（株）リコーとの間で締結している平成17年度リコーFAX等の
賃貸借については、継続して賃貸借する必要があるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(20年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)

964
協立情報通信（株）
東京都港区浜松町１－９－１
０

人事情報処理システム賃貸借
国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 1,002,456
協立情報通信（株）との間で締結している人事情報処理シス
テム賃貸借については、継続して賃貸借する必要があるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(20年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)

965

インフォメーション・ハンドリン
グサービシズ・ジャパン（株）
東京都渋谷区恵比寿１－２１
－８

ＡＶ-ＤＡＴＡ賃貸借
国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 997,500

インフォメーション・ハンドリングサービシズ・ジャパン（株）と
の間で締結しているＡＶ-ＤＡＴＡ賃貸借については、行政目
的を達成するために不可欠な情報であり、当該情報の販売
権を有しているのは米国インフォメーション・ハンドリング・
サービシズ社のみであり、日本における当該情報を提供す
ることが可能なインフォメーション・ハンドリング・サービシズ・
ジャパン（株）から継続して提供を受けるものであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

966

エヌ・ティ・ティ・レンタルエン
ジニアリング（株）
東京都千代田区岩本町２－９
－７

電子申請用プリンター賃貸借
国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 967,680
エヌ・ティ・ティ・レンタルエンジニアリング（株）との間で締結
している電子申請用プリンター賃貸借については、継続して
賃貸借する必要があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(20年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)
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967
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５－
１２

パーソナルコンピュータ（ノート
型）９式賃貸借

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 655,200
日立キャピタル（株）との間で締結しているパーソナルコン
ピュータ（ノート型）９式賃貸借については、再度の入札をし
ても落札者がいないため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

968
丸の内新聞事業協同組合
東京都千代田区内幸町１－７
－１０

朝日新聞17式他７点の購入
国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 4,556,604

丸の内新聞事業協同組合との間で締結している朝日新聞17
式他７点の購入については、新聞は地域専売制となってお
り、当局所在地域の専売者は左記業者であるため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

969
丸善（株）
東京都中央区日本橋２－３－
１０

Airline Business１式他13点の購
入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.1 2,996,532
丸善（株）との間で締結しているAirlineBusiness１式他13点の
購入については、国内における販売先が左記業者しかいな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

970
（財）日本気象協会
東京都豊島区東池袋３－１－
１

雷監視情報業務
東京航空交通管制部長　鈴
木　明雄　埼玉県所沢市並木
１－１２

H17.4.1 3,360,000

（財）日本気象協会との間で締結している雷監視情報業務に
ついては、当部が必要とする条件で安定的に情報を提供で
きる者が他にないことから、左記業者と随意契約を締結した
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

971
エヌ・ティ・ティ・コムウェア
（株）
東京都港区江南１－９－１

パーソナルコンピューター等賃
貸借

東京航空交通管制部長　鈴
木　明雄　埼玉県所沢市並木
１－１２

H17.4.1 16,228,800

エヌ・ティ・ティ・コムウェア（株）との間で締結しているパーソ
ナルコンピューター等賃貸借については、既調達物品を継続
して使用する必要があるため、左記業者と随意契約を締結
したものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(19年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)

972
ＮＥＣネッツエスアイ（株）
東京都品川区東品川１－３９
－９

構内交換電話設備保守
東京航空交通管制部長　鈴
木　明雄　埼玉県所沢市並木
１－１２

H17.4.1 2,973,600

ＮＥＣネッツエスアイ（株）との間で締結している構内交換電
話設備保守については、当該設備の設計・製造者より保守
について委任を受けている者が左記業者以外にないことか
ら、左記業者と随意契約を締結したものである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

973
エヌ・ティ・ティ・コムウェア
（株）
東京都港区江南１－９－１

パーソナルコンピューター等レン
タル

東京航空交通管制部長　鈴
木　明雄　埼玉県所沢市並木
１－１２

H17.4.1 2,887,500

エヌ・ティ・ティ・コムウェア（株）との間で締結しているパーソ
ナルコンピューター等レンタルについては、行政事務の効率
化のため、３年契約を前提とした一般競争にて左記業者を
選定し、平成１６年１０月１日から同機器の賃貸借を実施して
いるものである。よって、現在賃貸している機器を引き続き賃
貸する必要があるため同業者と随意契約を締結したもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(19年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)

974
埼玉ゼロックス（株）
埼玉県さいたま市中央区新
都心１１－２

電子複写機７台の賃貸借及び
保守

東京航空交通管制部長　鈴
木　明雄　埼玉県所沢市並木
１－１２

H17.4.1 1,765,099

埼玉ゼロックス（株）との間で締結している電子複写機７台の
賃貸借及び保守については、既調達物品を継続して使用す
る必要があるため、左記業者と随意契約を締結したものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(19年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)
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975
（株）コムセック
東京都港区西新橋３－４－１

平成１７年度防護警報装置保守
請負

東京航空交通管制部長　鈴
木　明雄　埼玉県所沢市並木
１－１２

H17.4.1 1,470,000

（株）コムセックとの間で締結している平成１７年度防護警報
装置保守請負については、当該設備の設計・製造者より保
守について委任を受けている者が左記業者以外にないこと
から、左記業者と随意契約を締結したものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

976
所沢交通（株）
埼玉県所沢市寿町１０－１１

車両借り上げ契約
東京航空交通管制部長　鈴
木　明雄　埼玉県所沢市並木
１－１２

H17.4.1 1,150,500

所沢交通（株）との間で締結している車両借り上げ契約につ
いては、左記業者は当部周辺地域において多数の車両を保
有しており、緊急時に迅速な対応ができることから、随意契
約を締結したものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約
関東運輸局
長認可料金

977
埼玉ゼロックス（株）
埼玉県さいたま市中央区新
都心１１－２

電子複写機3台の賃貸借及び保
守

東京航空交通管制部長　鈴
木　明雄　埼玉県所沢市並木
１－１２

H17.4.1 1,000,547

埼玉ゼロックス（株）との間で締結している電子複写機3台の
賃貸借及び保守については、既調達物品を継続して使用す
る必要があるため、左記業者と随意契約を締結したものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(19年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)

978
バブコック日立（株）
東京都千代田区外神田４－１
４－１

ﾊﾟｲﾛｯﾄ２次ﾊﾞｰﾅｰ改修その他工
事

空港保安防災教育訓練セン
ター所長　安達　澄夫　長崎
県大村市箕島町364-9

H17.4.7 4,462,500

バブコック日立（株）との間で締結しているﾊﾟｲﾛｯﾄ２次ﾊﾞｰﾅｰ
改修その他工事については、特殊訓練施設に係わる部品の
交換を主とする工事であり、特殊部品の調達及び交換調整
は製造者以外に実施できないことから、左記業者と随意契
約を締結したものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

979
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

教育用ＲＤＳ装置点検整備

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.4.11 3,465,000

日本無線（株）との間で締結している教育用ＲＤＳ装置点検
整備については、研修機材である教育用ＲＤＳ装置が正常
に機能し研修に供することができるように、本装置の電気的
及び機械的性能を熟知した業者以外が調達した場合に起こ
りうる著しい支障を回避するため、設計製造から一貫して実
施した業者と随意契約を締結したものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

980
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

航空従事者管理システムプログ
ラム改修

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.4.11 4,725,000

日本電気（株）との間で締結している航空従事者管理システ
ムプログラム改修については、既に調達したシステムのプロ
グラムの改修であり、製造業者以外の者から調達した場合、
その正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

981
（株）カナデン
東京都港区新橋４－２２－４

デジタルレーダー信号記録装置
オーバーホール

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.4.28 1,500,000

（株）カナデンとの間で締結しているデジタルレーダー信号記
録装置オーバーホールについては、研修機材である教育用
レーダー目標検出装置の機能を維持するためデジタルレー
ダー信号記録装置を整備し正常な状態を維持するものであ
り、本装置の電気的及び機械的性能を熟知した業者以外が
調達した場合に起こりうる著しい支障を回避するため、設計
製造から一貫して実施した三菱電機（株）からオーバーホー
ルを委託されている唯一の業者と随意契約を締結したもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)



件数
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契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

982
パシフィックコンサルタンツ
（株）
東京都多摩市関戸１－７－５

平成１７年度国際航空旅客動態
調査

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.5.6 57,015,000
パシフィックコンサルタンツ（株）との間で締結している平成１
７年度国際航空旅客動態調査については、入札者がいない
ため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

983
（財）沖縄県総合保険協会
沖縄県島尻郡南風原町字宮
平２１２

航空管制職員の身体検査の実
施について

那覇航空交通管制部長　近
藤　信行　那覇市鏡水334

H17.5.9 1,015,455

（財）沖縄県総合保険協会との間で締結している航空管制職
員の身体検査の実施については、管制職員の身体検査に
必要な精密検査機器を所有している機関であるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

984
ニッタン（株）
東京都渋谷区幡ヶ谷１－１１
－６

三郡山ＡＲＳＲ局火災報知設備
雷害復旧その他工事

福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H17.5.9 3,314,850

ニッタン（株）との間で締結している三郡山ＡＲＳＲ局火災報
知設備雷害復旧その他工事については、三郡山ＡＲＳＲ局
の火災報知設備が（株）ニッタン製であり、既存設備の設計、
製造、設置を行った以外のものから購入した場合は、効率
性、信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じ
るおそれがあると判断されるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

985
弁護士長谷川俊明
東京都千代田区有楽町１－１
－２

運輸多目的衛星関連の契約に
関する法律相談

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.5.9 5,440,554

弁護士長谷川俊明との間で締結している運輸多目的衛星関
連の契約に関する法律相談については、左記業者は、国の
契約制度や運輸多目的衛星プロジェクト全体に関する専門
的知識を有しているとともに、昨年度より継続している相談
案件があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

単価契約
１時間あた
り　37,800
円

986
極東貿易（株）
東京都千代田区大手町２－２
－１

ＭＴＳＡＴ用ＳＡＴＣＯＭツール２
式の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.5.12 4,131,750

極東貿易（株）との間で締結しているＭＴＳＡＴ用ＳＡＴＣＯＭ
ツール２式の購入については、米国コリンズ社のみが製造
供給している機体製造者の定めた正規品以外にはなく日本
国内における販売権は左記業者のみが有しているため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

987
バブコック日立（株）
東京都千代田区外神田４－１
４－１

ﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰ１０個購入
空港保安防災教育訓練セン
ター所長　安達　澄夫　長崎
県大村市箕島町364-9

H17.5.16 2,772,000

バブコック日立（株）との間で締結しているﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰ１０個購
入については、訓練施設の交換部品であり、製造者の定め
た正規品以外に使用可能な部品が存在せず、買入先が特
定されることから、左記業者と随意契約を締結したものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

988
鳳文書林出版販売（株）
東京都港区新橋３－７－３

教科書（航空路図８５００）１９枚
他９点の購入

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.5.26 4,429,976

鳳文書林出版販売（株）との間で締結している教科書（航空
路図８５００）１９枚他９点の購入については、航空専門分野
に係る 新の情報を収集し研修業務に資するため、購入す
るものである。本調達品は、左記業者のみが発行及び販売
をしており、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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989
八洲電機（株）
東京都港区新橋３－１－１

機械施設監視制御装置点検整
備

システム開発評価・危機管理
センター所長　竹村　亮　大
阪府池田市空港2-2

H17.5.27 1,050,000

八洲電機（株）との間で締結している機械施設監視制御装置
点検整備については、本装置は（株）日立製作所が設計・製
造した設備であり、技術上の機密事項等が含まれている。こ
のため他社ではその技術面から支障が生じるおそれが思料
される。八洲電機（株）は製造者よりその点検・保守等の委
託されており、その経験は十分であるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(18年
度以降に一般競争入
札に移行)

990
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

教育用ＤＲＶＴ装置点検整備

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.5.30 3,150,000

日本電気（株）との間で締結している教育用ＤＲＶＴ装置点検
整備については、研修機材である教育用ＤＲＶＴ装置が正常
に機能し研修に供することができるように、本装置の電気的
及び機械的性能を熟知した業者以外が調達した場合に起こ
りうる著しい支障を回避するため、設計製造から一貫して実
施した業者と随意契約を締結したものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

991
（株）山武
東京都千代田区丸の内２－７
－３

空調用中央監視装置点検請負
システム開発評価・危機管理
センター所長　竹村　亮　大
阪府池田市空港2-2

H17.5.30 2,205,000

（株）山武との間で締結している空調用中央監視装置点検請
負については、本装置は（株）山武が設計・製造した設備で
あったことから、技術上の機密事項等が含まれており他社で
はその技術面から支障が生じるおそれが思料されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

992
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

平成17年度ＲＤＰシステム調整
工事（その１）

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.5.31 22,050,000

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している平成17年度
ＲＤＰシステム調整工事（その１）については、当該システム
の製造を行った以外の者が実施した場合は効率性、信頼性
の観点から、その工事に膨大な時間と要員が必要となり、正
常なシステム運用に著しい支障が生じる恐れがある等と判
断されるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

993
空港施設（株）
東京都大田区羽田空港１－６
－５

航務検査官庁舎冷温水受給
国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.5.31 4,922,437

空港施設（株）との間で締結している航務検査官庁舎冷温水
受給については、国有財産法に基づく使用許可及び空港管
理規則に基づく構内営業承認を受けて提供を行うことが可
能な業者が一に限られ、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
冷水基本
3,554円/MJ
冷水従量
2.37円/MJ
温水基本
2,111円/MJ
温水従量
1.92円/MJ

994
空港施設（株）
東京都大田区羽田空港１－６
－５

航空保安大学校冷房用冷水受
給

航空保安大学校長　殿谷　正
行　東京都大田区羽田空港
1-6-4

H17.6.1 12,110,801

空港施設（株）との間で締結している航空保安大学校冷房用
冷水受給については、国有財産法に基づく使用許可及び空
港管理規則に基づく構内営業承認を受けて提供を行うこと
が可能な業者が一に限られ、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
基本料金
2,479,400円
/月
従量料金
2.37円/MJ
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995
（財）労働衛生協会
東京都杉並区高井戸東２－３
－１４

平成17年度健康診断
国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.6.1 1,653,519

（財）労働衛生協会との間で締結している平成17年度健康診
断については、当省庁舎内において迅速かつ的確に本業務
が行えるのは左記業者のみであるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

単価契約
①身長・体
重・視力の
測定
@\250.-
※他46項
目。単価は
項目ごとに
設定

996
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

八戸・上品山可搬型ＳＳＲ監視
盤調整作業

札幌航空交通管制部長　吉
野　亨二　札幌市東区北37条
東26丁目1-25

H17.6.3 1,008,000

（株）東芝との間で締結している八戸・上品山可搬型ＳＳＲ監
視盤調整作業については、札幌航空交通管制部に設置され
ているSSR-97型可搬型二次監視レーダー装置の監視盤に
ついて、当該装置のもつ性能を十分満足し、使用目的に合
致するように、装置の総合調整を行わなければならず、当該
装置の構成及び性能を十分に熟知し調整に必要な知識、技
術力を有し、調整工事の良否に起因する傷害が発生した場
合の問題点の研究を素早く行い復旧させ、限られた期間内
で当該契約の目的を履行できるのは当該業者以外他にでき
る者はないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

997
（財）原子力安全技術セン
ター
東京都文京区白山５－１－３

放射性物質等の航空輸送に係
る国際輸送規則等及びＴｒａｎＳＡ
Ｓに関する調査

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.6.3 2,933,798

（財）原子力安全技術センターとの間で締結している放射性
物質等の航空輸送に係る国際輸送規則等及びＴｒａｎＳＡＳに
関する調査については、多岐にわたる原子力に関する高度
な専門的知識、経験を有するものでなければ実施できない。
左記業者は本件の調査を公正中立かつ円滑に遂行しこれま
でにも原子力関係に係る調査を的確に実施してきていること
から契約の性質上他の業者との競争を許さないものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(18年
度以降に一般競争入
札に移行)

998
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

平成17年度FDMS等システム調
整工事（その１）

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.6.9 325,500,000

日本電気（株）との間で締結している平成17年度FDMS等シ
ステム調整工事（その１）については、当該システムの製造
を行った以外の者が実施した場合は効率性、信頼性の観点
から、その工事に膨大な時間と要員が必要となり、正常なシ
ステム運用に著しい支障が生じる恐れがある等と判断され
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

999
ＡＴＣＦ共同企業体
東京都江東区豊洲３－３－３

平成17年度ATFMシステム調整
工事（その１）

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.6.9 101,850,000

ＡＴＣＦ共同企業体との間で締結している平成17年度ATFMシ
ステム調整工事（その１）については、当該システムの製造
を行った以外の者が実施した場合は効率性、信頼性の観点
から、その工事に膨大な時間と要員が必要となり、正常なシ
ステム運用に著しい支障が生じる恐れがある等と判断され
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1000
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

教育用ＡＳＲ装置点検整備

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.6.13 2,310,000

日本無線（株）との間で締結している教育用ＡＳＲ装置点検
整備については、研修機材である教育用ＡＳＲ装置が正常に
機能し研修に供することができるように、本装置の電気的及
び機械的性能を熟知した業者以外が調達した場合に起こり
うる著しい支障を回避するため、設計製造から一貫して実施
した業者と随意契約を締結したものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1001
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

ＡＳＲ－２０００Ｂ型空港監視レー
ダー装置光伝送装置の追加１式
の製造

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.6.13 27,300,000

日本無線（株）との間で締結しているＡＳＲ－２０００Ｂ型空港
監視レーダー装置光伝送装置の追加１式の製造について
は、既に調達した物品に機能を追加するものであり、製造業
者以外の者から調達した場合、その正常な運用に著しい支
障が生じる恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1002
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

通信制御装置（函館対応）調整
作業

札幌航空交通管制部長　吉
野　亨二　札幌市東区北37条
東26丁目1-25

H17.6.14 3,570,000

沖電気工業（株）との間で締結している通信制御装置（函館
対応）調整作業については、当該通信制御装置は、航空管
制官が航行中の航空機と対空通信を行うものにNTT回線等
を介して他の管制機関と連絡調整を行うための管制卓、管
制交換設備やその付帯設備を一体としたシステムであり、航
空機の安全運航に必要不可欠な装置である。本作業は通信
制御装置を当該仕様書の定めた性能を総合的に満足させる
ための作業であり当該装置の構成及び性能を十分に熟知し
調整に必要な知識、技術力を有し、調整工事の良否に起因
する傷害が発生した場合の問題点の研究を素早く行い復旧
させ、限られた期間内で当該契約の目的を履行しなければ
ならないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1003
日本電気システム建設（株）
東京都品川区東品川１－３９
－９

三郡山ＡＲＳＲ局映像監視装置
雷害復旧その他工事

福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H17.6.14 8,256,000

日本電気システム建設（株）との間で締結している三郡山Ａ
ＲＳＲ局映像監視装置雷害復旧その他工事については、三
郡山ＡＲＳＲ局の映像監視装置が日本電気システム建設
（株）であり、既存設備の設計、製造、設置を行った以外のも
のから購入した場合は、効率性、信頼性等の観点から、正
常な運用に著しい支障が生じるおそれがあると判断されるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1004
極東貿易（株）
東京都千代田区大手町２－２
－１

ＭＳＡＳ用受信機（822-1236-
130）１台の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.6.14 9,754,500

極東貿易（株）との間で締結しているＭＳＡＳ用受信機（822-
1236-130）１台の購入については、米国コリンズ社のみが製
造供給している機体製造者の定めた正規品以外にはなく日
本国内における販売権は左記業者のみが有しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1005
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

レーダー管制実習装置保守点
検作業

航空保安大学校長　殿谷　正
行　東京都大田区羽田空港
1-6-4

H17.6.20 5,880,000

（株）東芝との間で締結しているレーダー管制実習装置保守
点検作業については、装置の性能、正常な運用を維持する
ため、設計、製造した以外の者では効率性、信頼性の点か
ら膨大な時間と要員が必要となり、正常な運用に支障が生じ
る恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1006
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

飛行場及び進入管制実習装置
保守点検作業

航空保安大学校長　殿谷　正
行　東京都大田区羽田空港
1-6-4

H17.6.20 4,567,500

日本無線（株）との間で締結している飛行場及び進入管制実
習装置保守点検作業については、装置の性能、正常な運用
を維持するため、設計、製造した以外の者では効率性、信頼
性の点から膨大な時間と要員が必要となり、正常な運用に
支障が生じる恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1007
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

航空路管制実習装置保守点検
作業

航空保安大学校長　殿谷　正
行　東京都大田区羽田空港
1-6-4

H17.6.20 3,853,500

日本無線（株）との間で締結している航空路管制実習装置保
守点検作業については、装置の性能、正常な運用を維持す
るため、設計、製造した以外の者では効率性、信頼性の点
から膨大な時間と要員が必要となり、正常な運用に支障が
生じる恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1008
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

ＥＣＣＳ－０５型非常用通信制御
装置１式の製造

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.6.20 86,100,000
沖電気工業（株）との間で締結しているＥＣＣＳ－０５型非常
用通信制御装置１式の製造については、再度の入札をして
も落札者がいないため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1009
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

教育用ＳＳＲ装置点検整備

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.6.22 1,459,500

（株）東芝との間で締結している教育用ＳＳＲ装置点検整備
については、研修機材である教育用ＳＳＲ装置が正常に機
能し研修に供することができるように、本装置の電気的及び
機械的性能を熟知した業者以外が調達した場合に起こりう
る著しい支障を回避するため、設計製造から一貫して実施し
た業者と随意契約を締結したものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1010
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

ＲＤＰバックアップサブシステム
性能向上システム設計

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.6.23 9,450,000

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結しているＲＤＰバック
アップサブシステム性能向上システム設計については、当該
システムの製造を行った以外の者が実施した場合は正常な
システム運用に著しい支障が生じる恐れがある等と判断さ
れるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1011
バブコック日立（株）
東京都千代田区外神田４－１
４－１

ＬＰＧ液用ｱｸﾁｭｴｰﾀｰ６個購入
空港保安防災教育訓練セン
ター所長　安達　澄夫　長崎
県大村市箕島町364-9

H17.6.30 1,600,200

バブコック日立（株）との間で締結しているＬＰＧ液用ｱｸﾁｭｴｰ
ﾀｰ６個購入については、訓練施設の交換部品であり、製造
者の定めた正規品以外に使用可能な部品が存在せず、買
入先が特定されることから、左記業者と随意契約を締結した
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1012
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

評価用ＲＤＰ中央処理サブシス
テム周辺装置１式の製造

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.6.30 110,250,000

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している評価用ＲＤ
Ｐ中央処理サブシステム周辺装置１式の製造については、
既に調達したシステムと連接して使用するものであり、信頼
性、効率性及び経済性を確保するために既存システムの設
計、製造を行った左記業者と随意契約を結ぶものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1013
ＡＴＣＦ共同企業体
東京都江東区豊洲３－３－３

評価用航空交通流管理システ
ム等１式の製造

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.6.30 80,850,000

ＡＴＣＦ共同企業体との間で締結している評価用航空交通流
管理システム等１式の製造については、既に調達したシステ
ムと連接して使用するものと既に調達した物品に追加する装
置を調達するものであり、以前に購入した業者以外の者から
調達した場合、その正常な運用に著しい支障が生じる恐れ
があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1014
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

管制シミュレータ装置点検整備

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.7.5 10,605,000

日本無線（株）との間で締結している管制シミュレータ装置点
検整備については、研修機材である管制シミュレータ装置が
正常に機能し研修に供することができるように、本装置の電
気的及び機械的性能を熟知した業者以外が調達した場合に
起こりうる著しい支障を回避するため、設計製造から一貫し
て実施した業者と随意契約を締結したものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1015
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

ＣＣＳ－２０００－２型通信制御
装置増設２式の製造

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.7.7 17,850,000

沖電気工業（株）との間で締結しているＣＣＳ－２０００－２型
通信制御装置増設２式の製造については、既に調達した物
品に機能を追加するものであり、製造業者以外の者から調
達した場合、その正常な運用に著しい支障が生じる恐れが
あるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1016
新神戸電機（株）
東京都中央区日本橋本町２
－８－７

触媒栓２１２個購入
システム開発評価・危機管理
センター所長　竹村　亮　大
阪府池田市空港2-2

H17.7.8 2,310,000

新神戸電機（株）との間で締結している触媒栓２１２個購入に
ついては、当センターに設置の無停電電源装置用蓄電池等
は新神戸電機（株）が設計・製造した設備であったことから、
蓄電池の性能を長期間維持する必要不可欠であり、他社で
はその技術面から支障が生じるおそれが思料されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(18年
度以降に一般競争入
札に移行)

1017
（財）国立京都国際会館
京都市左京区岩倉大鷺町４２
２

OCP（ICAO障害物間隔パネル）
WG会議開催に伴う会議場借り
上げ

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.7.15 3,495,870

（財）国立京都国際会館との間で締結しているOCP（ICAO障
害物間隔パネル）WG会議開催に伴う会議場借り上げについ
ては、５０名以上の外国人の受け入れを容易に行うことが可
能であり、また参加者全員がリアルタイムにインターネットと
音声により情報交換を行う等高度なビジネス環境が整備さ
れた会場が左記会場以外になかったため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1018
バブコック日立（株）
東京都千代田区外神田４－１
４－１

空港保安防災教育訓練ｾﾝﾀｰ訓
練設備定期検査及び点検整備

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.7.15 9,912,000

バブコック日立（株）との間で締結している空港保安防災教
育訓練ｾﾝﾀｰ訓練設備定期検査及び点検整備については、
本業務の設備は特殊な構造を有しており本件を実施するに
際してそれらの特殊かつ高度な知識を要するほか特注部品
の調達及び交換調整は製造者以外には実施できないことか
ら左記業者と随意契約を締結したものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(18年
度以降に一般競争入
札に移行)
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1019
池上通信機（株）
東京都大田区池上５－６－１
６

磁気録音装置点検請負
システム開発評価・危機管理
センター所長　竹村　亮　大
阪府池田市空港2-2

H17.7.20 950,000

池上通信機（株）との間で締結している磁気録音装置点検請
負については、本装置は池上通信機（株）が設計・製造した
設備であったことから、技術上の機密事項等が含まれており
他社ではその技術面から支障が生じるおそれが思料される
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1020
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

補給管理プログラム改修作業
国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.7.22 15,225,000

日本電気（株）との間で締結している補給管理プログラム改
修作業については、既に調達したプログラムの改修作業あ
り、製造業者以外の者が実施した場合、その正常な運用に
著しい支障が生じる恐れがあるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1021
（財）関西空港調査会
大阪市中央区谷町２－９－３

平成１７年度関空の利用状況に
関する実態調査

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.7.25 8,665,000

（財）関西空港調査会との間で締結している平成１７年度関
空の利用状況に関する実態調査については、左記業者は大
阪地域における空港問題に関する環境及び地域整備に関
連する諸問題の調査研究・計画立案等を行い、環境問題解
明と地域社会の発展途上に寄与することを目的とした中核
的調査研究機関として設立された学術研究機関であり関西
国際空港を取り巻く種々の事案について調査報告を行うな
ど関西国際空港をはじめとする空港全般に係る専門的な知
識を多岐にわたり有している。以上のことから本調査を実施
する者はこの者以外にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1022
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

教育用ＩＬＳ装置点検整備

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.7.26 5,500,950

日本電気（株）との間で締結している教育用ＩＬＳ装置点検整
備については、研修機材である教育用ＩＬＳ装置が正常に機
能し研修に供することができるように、本装置の電気的及び
機械的性能を熟知した業者以外が調達した場合に起こりう
る著しい支障を回避するため、設計製造から一貫して実施し
た業者と随意契約を締結したものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1023
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

教育用ＴＡＣＡＮ装置点検整備

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.7.26 2,457,000

日本電気（株）との間で締結している教育用ＴＡＣＡＮ装置点
検整備については、研修機材である教育用ＴＡＣＡＮ装置が
正常に機能し研修に供することができるように、本装置の電
気的及び機械的性能を熟知した業者以外が調達した場合に
起こりうる著しい支障を回避するため、設計製造から一貫し
て実施した業者と随意契約を締結したものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1024
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

訓練用国際管制通信卓保守点
検作業

航空保安大学校長　殿谷　正
行　東京都大田区羽田空港
1-6-4

H17.7.27 2,772,000

日本無線（株）との間で締結している訓練用国際管制通信卓
保守点検作業については装置の性能、正常な運用を維持す
るため、設計、製造した以外の者では効率性、信頼性の点
から膨大な時間と要員が必要となり、正常な運用に支障が
生じる恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1025
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

教育用運用実習装置（卓）点検
整備

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.7.27 1,470,000

日本無線（株）との間で締結している教育用運用実習装置
（卓）点検整備については、研修機材である教育用運用実習
装置（卓）が正常に機能し研修に供することができるように、
本装置の電気的及び機械的性能を熟知した業者以外が調
達した場合に起こりうる著しい支障を回避するため、設計製
造から一貫して実施した業者と随意契約を締結したものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1026
新東亜交易（株）
東京都千代田区丸の内３－２
－３

SAAB2000型機用エンジンおよ
びプロペラ整備訓練

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.7.27 1,140,000

新東亜交易（株）との間で締結しているSAAB2000型機用エ
ンジンおよびプロペラ整備訓練については、左記業者が本
訓練を行うことができる海外の施設の日本国内の代理店で
あるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1027
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

気象レーダーデータフォーマット
変更等に伴うＥＤＵ調整作業

東京航空交通管制部長　江
原　信太　埼玉県所沢市並木
１－１２

H17.7.27 8,578,500

沖電気工業（株）との間で締結している気象レーダーデータ
フォーマット変更等に伴うＥＤＵ調整作業については、当該装
置の設計及び製造を行った者以外の者が実施した場合は、
効率性・信頼性等の観点から、その作業に膨大な時間と要
員が必要となり、また、同装置の正常な運用に著しい支障が
生じる恐れがあることから、左記業者と随意契約を締結した
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1028
日本エアロスペース（株）
東京都港区南青山２－５－１
７

FIS Backup BatteryXL2410
（100-2410-01）２個他６点の購
入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.7.28 28,910,975

日本エアロスペース（株）との間で締結しているFIS Backup
BatteryXL2410（100-2410-01）２個他６点の購入について
は、機体製造者の定めた正規部品以外にはなく当該部品を
製造供給しているのは独国Aerodata AGのみであり日本に
おける販売は左記業者のみが行っているため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1029
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園２－４－１

SAAB2000型機操縦士定期訓練
国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.7.29 2,970,000

三井物産エアロスペース（株）との間で締結している
SAAB2000型機操縦士定期訓練については、契約の目的が
航空専門分野に係る訓練であり、高度な専門知識を有し、か
つ所定の施設を有する特定のものでなければ実施できな
い。本件を実施できるのはスイスアビエーショントレーニング
社であるが左記業者が日本国内の代理店として指定されて
いるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1030
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

平成17年度FDMS等システム性
能向上

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.8.1 278,250,000

日本電気（株）との間で締結している平成17年度FDMS等シ
ステム性能向上については、既に調達したシステムの性能
向上あり、製造業者以外の者が実施した場合、その正常な
運用に著しい支障が生じる恐れがあるため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1031
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

平成17年度RDPシステム性能向
上

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.8.1 29,400,000

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している平成17年度
RDPシステム性能向上については、既に調達したプログラム
の性能向上あり、製造業者以外の者が実施した場合、その
正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1032
ＡＴＣＦ共同企業体
東京都江東区豊洲３－３－３

平成17年度ATFMシステム性能
向上

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.8.1 23,100,000

ＡＴＣＦ共同企業体との間で締結している平成17年度ATFMシ
ステム性能向上については、既に調達したプログラムの性
能向上であり、製造業者以外の者が実施した場合、その正
常な運用に著しい支障が生じる恐れがあるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1033
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

平成17年度航空路ATCシミュ
レータシステム性能向上

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.8.3 14,175,000

日本無線（株）との間で締結している平成17年度航空路ATC
シミュレータシステム性能向上については、既に調達したシ
ステムの性能向上あり、製造業者以外の者が実施した場
合、その正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1034
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園２－４－１

ＴＡＷＳ ＳＢ ＫＩＴ２式他６点の購
入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.8.9 65,150,000

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＴＡＷＳ
ＳＢ ＫＩＴ２式他６点の購入については、機体製造者の定めた
正規品以外にはなく日本国内における販売は左記業者のみ
が行っているため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1035
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

Ｄ－ＶＯＲ装置点検整備

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.8.10 3,003,000

（株）東芝との間で締結しているＤ－ＶＯＲ装置点検整備につ
いては、研修機材である教育用Ｄ－ＶＯＲ装置が正常に機能
し研修に供することができるように、本装置の電気的及び機
械的性能を熟知した業者以外が調達した場合に起こりうる
著しい支障を回避するため、設計製造から一貫して実施した
業者と随意契約を締結したものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1036
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

福岡航空交通管制部ＥＤＵ－２
００１型管制支援情報作成表示
装置調整作業

福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H17.8.12 9,135,000

沖電気工業（株）との間で締結している福岡航空交通管制部
ＥＤＵ－２００１型管制支援情報作成表示装置調整作業につ
いては、ＥＤＵ－２００１型装置が沖電気工業（株）製であり、
既存設備の設計、製造、設置を行った以外のものが実施し
た場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著
しい支障が生じるおそれがあると判断されるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1037
（株）日本総合研究所
東京都千代田区一番町１６

PFI手法による「東京国際空港国
際線地区旅客ターミナルビル等
整備・運営事業」、「東京国際空
港国際線地区貨物ターミナル整
備・運営事業」及び「東京国際空
港国際線地区エプロン等整備等
事業」に関する検討調査

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.8.12 113,000,000

（株）日本総合研究所との間で締結しているPFI手法による
「東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル等整備・運営
事業」、「東京国際空港国際線地区貨物ターミナル整備・運
営事業」及び「東京国際空港国際線地区エプロン等整備等
事業」に関する検討調査については、ＰＦＩ事業に係る専門的
な知識及び経験を有する共に同事業に係る既済の業務の
詳細を熟知していることが不可欠である。以上の理由から本
業務を的確に実施できるのは、実施方針の策定から民間事
業者募集に係る資料作成までの支援業務を行った左記業者
しかないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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1038

ＴＨＥ　ＭＩＴＲＥ　ＣＯＲＰＯＲＡ
ＴＩＯＮ
７５１５　ＣＯＬＳＨＩＲＥ　ＤＲＩＶ
Ｅ，ＭＣＬＥＡＮ，ＶＡ２

羽田空港における新飛行経路
（RNAV）策定に関する調査

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.8.12 71,000,000

ＴＨＥ　ＭＩＴＲＥ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮとの間で締結している羽
田空港における新飛行経路（RNAV）策定に関する調査につ
いては、運航方式、経路設定、航空機のＲＮＡＶ航法能力等
に関する高度な専門知識を有する者でなければならないが
左記業者は衛星航法システム、機上航法システム及びＲＮＡ
Ｖ運航に深い知識と経験を有するとともに、米国連邦航空局
が整備したＧＰＳ補強システム（ＷＡＡＳ）を利用した方式に
関する新たなＩＣＡＯ基準の開発等の実績を有し、公平かつ
中立的立場で本業務を履行できる業者であるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1039
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

ＳＳＲ－２００１Ａ型二次監視レー
ダー装置等の予備品の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.8.12 234,150,000

（株）東芝との間で締結しているＳＳＲ－２００１Ａ型二次監視
レーダー装置等の予備品の購入については、既に調達した
装置の交換部品であり、製造業者以外の者から調達した場
合、その正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1040
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

ＲＭＬ－２００１型マイクロ波中継
装置等の予備品の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.8.12 140,595,000

日本電気（株）との間で締結しているＲＭＬ－２００１型マイク
ロ波中継装置等の予備品の購入については、既に調達した
装置の交換部品であり、製造業者以外の者から調達した場
合、その正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1041
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

ＣＣＳ－２００３型通信制御装置
等の予備品の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.8.12 84,000,000

沖電気工業（株）との間で締結しているＣＣＳ－２００３型通信
制御装置等の予備品の購入については、既に調達した装置
の交換部品であり、製造業者以外の者から調達した場合、
その正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1042
明星電気（株）
東京都文京区小石川２－５－
７

ＷＲＵ－２００１－２Ｂ型気象情
報受信装置等の予備品の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.8.12 26,985,000

明星電気（株）との間で締結しているＷＲＵ－２００１－２Ｂ型
気象情報受信装置等の予備品の購入については、既に調
達した装置の交換部品であり、製造業者以外の者から調達
した場合、その正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1043
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

ＲＨ－９３型無線電話受信装置
等の予備品の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.8.16 34,150,200

日本無線（株）との間で締結しているＲＨ－９３型無線電話受
信装置等の予備品の購入については、既に調達した装置の
交換部品であり、製造業者以外の者から調達した場合、そ
の正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1044
池上通信機（株）
東京都大田区池上５－６－１
６

磁気録音テープ５３巻購入
東京航空交通管制部長　江
原　信太　埼玉県所沢市並木
１－１２

H17.8.16 4,062,450

池上通信機（株）との間で締結している磁気録音テープ５３巻
購入については、国内で販売する者が他にないため、左記
業者と随意契約を締結したものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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1045
石野建設（株）
宮城県岩沼市桑原３－２－４
７

第２校舎システム天井仮補強工
事

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.8.17 2,068,450

石野建設（株）との間で締結している第２校舎システム天井
仮補強工事については、平成１７年８月１６日１１時４６分頃
発生した宮城県沖を震源とする地震によって第２校舎ＲＤＰ
システム実習室等のシステム天井が被災したことから、緊急
に復旧をする必要があり、、競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

1046
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

ＥＤＵ装置等ソフトウェア改修作
業

札幌航空交通管制部長　吉
野　亨二　札幌市東区北37条
東26丁目1-25

H17.8.17 9,030,000

沖電気工業（株）との間で締結しているＥＤＵ装置等ソフト
ウェア改修作業については、管制支援情報作成表示装置、
システム統制装置のソフトウェア改修を実施するのであり、
航空機の安全運航に必要不可欠な装置を当該仕様書の定
めた性能を総合的に満足させるための作業であり、当該装
置の構成及び性能を十分に熟知し調整に必要な知識、技術
力を有し、調整工事の良否に起因する傷害が発生した場合
の問題点の研究を素早く行い復旧させ、限られた期間内で
当該契約の目的を履行しなければならないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1047
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

ATM整備に伴うEDU-2001型装
置及びSSE-96A型装置改修作
業

那覇航空交通管制部長　近
藤　信行　那覇市鏡水334

H17.8.18 11,025,000

沖電気工業（株）との間で締結しているATM整備に伴うEDU-
2001型装置及びSSE-96A型装置改修作業については、既
調達装置と一体的機能及び連接性が認められ、既調達装置
の調達相手方以外の者から調達した場合には、正常な運用
に著しい支障が生じる恐れがあると判断されることから、左
記業者と随意契約を締結したものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1048

（株）サイマル・インターナショ
ナル
東京都港区虎ノ門１－２５－
５

ICAO国際保安監査にかかる提
出書類翻訳

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.8.19 2,871,750

（株）サイマル・インターナショナルとの間で締結している
ICAO国際保安監査にかかる提出書類翻訳については、豊
富な経験を有し高度で専門的な航空保安分野に精通してお
り同時通訳、及び同様条件でも過去に良好な実績を収め、
また既に過去に同様な翻訳物件の実績を有し整合性のとれ
た翻訳表現を保つことができ、かつ、十分に信頼に足る者で
なければならずこれらの条件をすべて満たすのは左記業者
しかないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1049
（株）信光
東京都中央区日本橋茅場町
１－１１－３

三郡山ＡＲＳＲ装置同時期切換
機変更工事

福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H17.8.22 5,250,000

（株）信光との間で締結している三郡山ＡＲＳＲ装置同時期切
換機変更工事については、三郡山ＡＲＳＲ局の同軸切換機
が（株）信光であり、既存設備の設計、製造、設置を行った以
外のものから購入した場合は、効率性、信頼性等の観点か
ら、正常な運用に著しい支障が生じるおそれがあると判断さ
れるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1050
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

教育用ＲＤＰシステム周辺装置
点検整備（第１期）

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.8.26 1,995,000

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している教育用ＲＤ
Ｐシステム周辺装置点検整備（第１期）については、研修機
材である教育用ＲＤＰシステム周辺装置が正常に機能し研
修に供することができるように、本装置の電気的及び機械的
性能を熟知した業者以外が調達した場合に起こりうる著しい
支障を回避するため、設計製造から一貫して実施した業者と
随意契約を締結したものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1051
ＡＴＣＩ共同企業体
東京都江東区豊洲３－３－３

ＩＥＣＳ－０５型航空路管制卓シ
ステム１式の製造

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.8.30 5,743,500,000
ＡＴＣＩ共同企業体との間で締結しているＩＥＣＳ－０５型航空
路管制卓システム１式の製造については、再度の入札をし
ても落札者がいないため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1052
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

ＳＳＲ－２００１Ａ型二次監視レー
ダー装置機能追加１式の製造

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.8.30 8,295,000

（株）東芝との間で締結しているＳＳＲ－２００１Ａ型二次監視
レーダー装置機能追加１式の製造については、既に調達し
た物品に機能を追加するものであり、製造業者以外の者か
ら調達した場合、その正常な運用に著しい支障が生じる恐
れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1053
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

福岡航空交通管制部ＳＳＥ－９６
Ａ型システム統制装置調整作業

福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H17.8.31 3,517,500

沖電気工業（株）との間で締結している福岡航空交通管制部
ＳＳＥ－９６Ａ型システム統制装置調整作業については、ＳＳ
Ｅ－９６型システム統制装置が沖電気工業（株）製であり、既
存設備の設計、製造、設置を行った以外のものが実施した
場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著し
い支障が生じるおそれがあると判断されるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1054
ＡＴＣＦ共同企業体
東京都江東区豊洲３－３－３

航空交通流管理システム性能
向上（フェーズⅡステップ１対応）
システム設計

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.8.31 15,750,000

ＡＴＣＦ共同企業体との間で締結している航空交通流管理シ
ステム性能向上（フェーズⅡステップ１対応）システム設計に
ついては、当該システムの製造を行った以外の者が実施し
た場合は正常なシステム運用に著しい支障が生じる恐れが
ある等と判断されるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1055
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

国際対空通信調整席サーバ等
１式の製造

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.9.2 46,200,000

日本電気（株）との間で締結している国際対空通信調整席
サーバ等１式の製造については、既に調達したプログラムと
連接して使用するものであり、信頼性、効率性及び経済性を
確保するために既存システムの設計、製造を行った左記業
者と随意契約を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1056
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

洋上航空機位置表示装置等１
式の製造

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.9.2 27,825,000

日本電気（株）との間で締結している洋上航空機位置表示装
置等１式の製造については、既に調達したシステムと連接し
て使用するものであり、信頼性、効率性及び経済性を確保す
るために既存システムの設計、製造を行った左記業者と随
意契約を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1057
日本ユニシス（株）
東京都江東区豊洲１－１－１

福岡航空交通管制部統合に伴
う国土交通本省航空局設置機
器の設定変更作業

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.9.2 2,493,750

日本ユニシス（株）との間で締結している福岡航空交通管制
部統合に伴う国土交通本省航空局設置機器の設定変更作
業については、左記業者は航空ＷＡＮ及びグループウェアシ
ステムを設置当時から構築・運用・管理及び保守業務につい
て継続されている設置導入業者であり本契約業務をリスクな
く及び、情報の取り扱いを十分留意の上業務を実施でき信
頼性の高いシステム運用が可能となるため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1058

（株）サイマル・インターナショ
ナル
東京都港区虎ノ門１－２５－
５

ＩＣＡＯ国際航空保安監査におけ
る通訳

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.9.2 1,808,850

（株）サイマル・インターナショナルとの間で締結しているＩＣＡ
Ｏ国際航空保安監査における通訳については、航空一般及
び航空保安に関する専門知識を有し、且つ航空交渉等の通
訳業務を始め航空関係の国際会議等専門性の高い航空関
係の通訳実績がある特定のものでなければならないため、
左記業者と随意契約を結ぶこととする。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1059
明星電気（株）
東京都文京区小石川２－５－
７

ＷＲＵ－２００１－２Ａ型気象情
報受信装置２式の製造

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.9.5 20,790,000
明星電気（株）との間で締結しているＷＲＵ－２００１－２Ａ型
気象情報受信装置２式の製造については、再度の入札をし
ても落札者がいないため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1060
（財）沖縄県総合保険協会
沖縄県島尻郡南風原町字宮
平２１２

定期健康診断の実施について
那覇航空交通管制部長　近
藤　信行　那覇市鏡水334

H17.9.7 1,009,575

（財）沖縄県総合保険協会との間で締結している定期健康絵
診断の実施については、左記業者は、職員の健康診断を迅
速に実施することができ、健康診断記録を把握している機関
であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1061
（株）日立国際電気
東京都千代田区外神田４－１
４－１

電源ユニット（A4SE12250）３個
他７点の修理

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.9.7 1,995,000

（株）日立国際電気との間で締結している電源ユニット
（A4SE12250）３個他７点の修理については、現在運用中の
通信機器の構成品であり製造業者以外の者がこれらの物品
の修理を実施することは動作保証の信頼性、効率性等の観
点から正常な運用に著しい支障を生じる恐れがあるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1062
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

制御CPU（NCA-862）３個他７点
の修理

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.9.7 1,835,400

日本無線（株）との間で締結している制御CPU（NCA-862）３
個他７点の修理については、現在運用中の通信機器の構成
品であり製造業者以外の者がこれらの物品の修理を実施す
ることは動作保証の信頼性、効率性等の観点から正常な運
用に著しい支障を生じる恐れがあるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1063
協立電波（株）
東京都八王子市石川町２９６
８－３

エキサイタ（KSU052）１個他２点
の修理

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.9.7 1,417,500

協立電波（株）との間で締結しているエキサイタ（KSU052）１
個他２点の修理については、現在運用中の通信機器の構成
品であり製造業者以外の者がこれらの物品の修理を実施す
ることは動作保証の信頼性、効率性等の観点から正常な運
用に著しい支障を生じる恐れがあるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1064
（株）日本飛行船
愛知県名古屋市中区錦３－６
－３５

飛行船実地試験のための機材
借り上げ

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.9.7 945,000

（株）日本飛行船との間で締結している飛行船実地試験のた
めの機材借り上げについては、日本において飛行船の機体
を所有し準備できるのは左記業者以外にないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(18年
度以降に一般競争入
札に移行)

1065
ＮＥＣフィールディング（株）
東京都港区三田１－４－２８

データカートリッジ６箱他１１点購
入

東京航空交通管制部長　江
原　信太　埼玉県所沢市並木
１－１２

H17.9.8 6,078,292

ＮＥＣフィールディング（株）との間で締結しているデータカー
トリッジ６箱他１１点購入については、既に調達した装置の消
耗品である。当該部品は、製造者の定めた正規部品以外に
なく、当該部品をを製造者した日本電気（株）の販売代理店
であることから、左記業者と随意契約を締結したものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1066
コーンズドッドウェル（株）
東京都渋谷区東３－１６－３

PRINTER PLOTTER（GP300-1）
１台の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.9.9 2,000,735

コーンズドッドウェル（株）との間で締結しているPRINTER
PLOTTER（GP300-1）１台の購入については、機体製造者の
定めた正規品以外にはなく日本国内における販売は左記業
者のみが行っているため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1067
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

教育用飛行情報管理システム
（ＦＤＭＳーＴＲ）性能向上用件調
査

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.9.14 3,150,000

日本電気（株）との間で締結している教育用飛行情報管理シ
ステム（ＦＤＭＳーＴＲ）性能向上用件調査については、平成１
９年度に更新が予定されているＦＩＨＳの運用開始に先駆けＦ
ＤＭＳ－ＴＲ装置の機能向上を行い、ＦＩＨＳの研修を実施す
ることができるようにするもので、本装置及びＦＩＨＳの電気的
及び機械的性能を熟知した業者以外が調達した場合に起こ
りうる著しい支障を回避するため、設計製造から一貫して実
施した業者と随意契約を締結したものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1068
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

SSE96型システム統制装置大型
表示装置投写管交換調整作業

那覇航空交通管制部長　近
藤　信行　那覇市鏡水334

H17.9.14 10,290,000

沖電気工業（株）との間で締結しているSSE96型システム統
制装置大型表示装置投写管交換調整作業については、既
調達装置と一体的機能及び連接性が認められ、既調達装置
の調達相手方以外の者から調達した場合には、正常な運用
に著しい支障が生じる恐れがあると判断されることから、左
記業者と随意契約を締結したものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1069

成田国際空港活性化調査協
議会
神奈川県横浜市中区北仲通
５－５７

平成17年度空港活性化調査業
務委託における成田国際空港
活性化調査協議会への委託

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.9.15 60,000,000

成田国際空港活性化調査協議会との間で締結している平成
17年度空港活性化調査業務委託については、当該場所でな
ければ行政事務を行うことが不可能であり、当該協議会は
成田（株）、関東運輸局、千葉県、東京航空局、航空会社等
を構成員とした調査に必要な航空関係者に関する知見など
の専門性を有する広範な用件を兼ね備え、調査を実施する
ことで施策の効果を把握し、問題点や課題を明確にすること
ができる唯一の機関であるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1070

中部国際空港活性化調査協
議会
愛知県半田市東生見町２６－
２

平成17年度空港活性化調査業
務委託における中部国際空港
活性化調査協議会への委託

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.9.15 60,000,000

中部国際空港活性化調査協議会との間で締結している平成
17年度空港活性化調査業務委託については、当該場所でな
ければ行政事務を行うことが不可能であり、当該協議会は
中部（株）、中部運輸局、愛知県、大阪航空局、航空会社等
を構成員とした調査に必要な航空関係者に関する知見など
の専門性を有する広範な用件を兼ね備え、調査を実施する
ことで施策の効果を把握し、問題点や課題を明確にすること
ができる唯一の機関であるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1071
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

ＡＴＭセンター開設に伴うＳＳＥ
装置調整その他作業

東京航空交通管制部長　江
原　信太　埼玉県所沢市並木
１－１２

H17.9.15 2,100,000

沖電気工業（株）との間で締結しているＡＴＭセンター開設に
伴うＳＳＥ装置調整その他作業については、当該装置の設計
及び製造を行った者以外の者が実施した場合は、効率性・
信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じる恐
れがあることから、左記業差と随意契約を締結したものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1072

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

教育用ＴＡＣＡＮ空中線装置オー
バーホール

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.9.20 2,310,000

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
教育用ＴＡＣＡＮ空中線装置オーバーホールについては、設
置後１７年を経過し経年劣化が原因と見られる不具合が発
生しオーバーホールにより劣化した箇所を修復するものであ
り正常に機能し研修に供することが出来るように、本装置の
電気的及び機械的性能を熟知した業者以外が調達した場合
に起こりうる著しい支障を回避するため設計製造から一貫し
て実施した日本電気（株）から契約を委託されている業者と
随意契約を締結したものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1073
（社）照明学会
東京都千代田区神田司町２
－８－４

風力発電機の見え方に関する
調査

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.9.21 5,400,000

（社）照明学会との間で締結している風力発電機の見え方に
関する調査については、航空障害標識の視認性の検討に際
し専門知識を有するだけでなく航空機の運航等の航空分野
に関する知識が必要不可欠である。左記業者は従前より航
空障害標識の視認性等に関する調査研究において豊富な
経験と実績があり、見え方の理論的な解析方法等の分野に
おける専門知識を有しており本契約を履行できる特定のもの
であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1074
沖ウィンテック（株）
東京都品川区北品川１－１９
－４

内線電話増設・調整及びその他
工事

福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H17.9.22 4,935,000

沖ウィンテック（株）との間で締結している内線電話増設・調
整及びその他工事については、ＡＴＭ庁舎の内線電話設備
については当初沖ウィンテック（株）が設置しており、既存設
備の設計、製造、設置を行った以外のものから購入した場合
は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支
障が生じるおそれがあると判断されるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1075
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

飛行検査用地図作成装置の改
修

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.9.26 12,600,000

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している飛行検査用
地図作成装置の改修については、左記業者は、上記装置を
製造した者から改修に係る営業の譲渡を受け、あわせて、
技術供与を受けているところであり、それ以外の者が実施し
た場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著
しい支障が生じる恐れがあると判断されるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1076
（株）ケー・デー・シー
東京都渋谷区笹塚１－５７－
７

空港使用料算定業務への労働
者派遣

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.9.26 1,532,634
（株）ケー・デー・シーとの間で締結している空港使用料算定
業務への労働者派遣については、再度の入札をしても落札
者がいないため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

単価契約
1,627円/時
間

1077
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

通信制御装置等点検請負（後
期）

システム開発評価・危機管理
センター所長　竹村　亮　大
阪府池田市空港2-2

H17.9.29 2,730,000

沖電気工業（株）との間で締結している通信制御装置等点検
請負（後期）については、本装置は沖電気工業（株）が設計・
製造した設備であったことから、技術上の機密事項等が含ま
れており他社ではその技術面から支障が生じるおそれが思
料されるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1078
（株）インフォファーム
岐阜県羽島郡柳津町流通セ
ンター１－８－４

機器製造事務管理システムプロ
グラム改修

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.9.29 10,479,000

（株）インフォファームとの間で締結している機器製造事務管
理システムプログラム改修については、既に調達したプログ
ラムの改修作業あり、製造業者以外の者が実施した場合、
その正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1079
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

ＡＴＭセンター開設に伴うＣＣＳ
－８９型調整作業

東京航空交通管制部長　江
原　信太　埼玉県所沢市並木
１－１２

H17.9.29 7,560,000

沖電気工業（株）との間で締結しているＡＴＭセンター開設に
伴うＣＣＳ－８９型調整作業については、当該装置の設計及
び製造を行った者以外の者が実施した場合は、効率性・信
頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じる恐れ
があることから、左記業者と随意契約を締結したものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1080
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

通信制御装置（ATM対応）調整
作業

札幌航空交通管制部長　吉
野　亨二　札幌市東区北37条
東26丁目1-25

H17.9.30 2,992,500

沖電気工業（株）との間で締結している通信制御装置（ATM
対応）調整作業については、当該通信制御装置は、航空管
制官が航行中の航空機と対空通信を行うものにNTT回線等
を介して他の管制機関と連絡調整を行うための管制卓、回
線交換設備やその附帯設備を一体としたシステムであり、航
空機の安全運航に必要不可欠な装置である。本作業は通信
制御装置を当該仕様書の定めた性能を総合的に満足させる
ための作業であり当該装置の構成及び性能を十分に熟知し
調整に必要な知識、技術力を有し、調整工事の良否に起因
する傷害が発生した場合の問題点の研究を素早く行い復旧
させ、限られた期間内で当該契約の目的を履行しなければ
ならないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1081

関西国際空港活性化調査協
議会
大阪府泉佐野市泉州空港北
１

平成17年度空港活性化調査に
おける関西国際空港活性化調
査協議会への委託

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.9.30 65,121,000

関西国際空港活性化調査協議会との間で締結している平成
17年度空港活性化調査業務委託については、当該場所でな
ければ行政事務を行うことが不可能であり、当該協議会は
関空（株）、近畿運輸局、大阪府、大阪航空局、航空会社等
を構成員とした調査に必要な航空関係者に関する知見など
の専門性を有する広範な用件を兼ね備え、調査を実施する
ことで施策の効果を把握し、問題点や課題を明確にすること
ができる唯一の機関であるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1082
東京無線協同組合
東京都杉並区高円寺北２－１
－２０

乗用自動車（タクシー）の借上げ
国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.9.30 23,419,890

東京無線協同組合との間で締結している乗用自動車（タク
シー）の借上げについては、会計法２９条の３第４項に規定
する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当
し、かつ政府調達に関する協定第１５条１（ｂ）に規定する「技
術的な理由により競争が存在しない」に適合するため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約
関東運輸局
長認可料金

1083
共同無線タクシー協同組合
東京都豊島区上池袋１－３８
－５

乗用自動車（タクシー）の借上げ
国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.9.30 21,203,570

共同無線タクシー協同組合との間で締結している乗用自動
車（タクシー）の借上げについては、左記業者は、当局周辺
地域において多数の車両を保有しており、緊急時に迅速な
対応ができるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約
関東運輸局
長認可料金

1084
日の丸自動車（株）
東京都文京区後楽１－１－８

乗用自動車（タクシー）の借上げ
国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.9.30 19,012,460

日の丸自動車（株）との間で締結している乗用自動車（タク
シー）の借上げについては、左記業者は、当局周辺地域に
おいて多数の車両を保有しており、緊急時に迅速な対応が
できるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約
関東運輸局
長認可料金

1085
（株）グリーンキャブ
東京都新宿区戸山３－１５－
１

乗用自動車（タクシー）の借上げ
国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.9.30 16,858,730

（株）グリーンキャブとの間で締結している乗用自動車（タク
シー）の借上げについては、左記業者は、当局周辺地域に
おいて多数の車両を保有しており、緊急時に迅速な対応が
できるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約
関東運輸局
長認可料金

1086
イーエム自交無線協同組合
東京都中央区築地１－４－１
１

乗用自動車（タクシー）の借上げ
国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.9.30 11,161,400

イーエム自交無線協同組合との間で締結している乗用自動
車（タクシー）の借上げについては、左記業者は、当局周辺
地域において多数の車両を保有しており、緊急時に迅速な
対応ができるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約
関東運輸局
長認可料金

1087

東京都個人タクシー協同組
合
東京都中野区弥生町５－６－
６

乗用自動車（タクシー）の借上げ
国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.9.30 4,731,060

東京都個人タクシー協同組合との間で締結している乗用自
動車（タクシー）の借上げについては、左記業者は、当局周
辺地域において多数の車両を保有しており、緊急時に迅速
な対応ができるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約
関東運輸局
長認可料金



件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

点検結果 講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

1088

東京都個人タクシー協同組
合
東京都中野区弥生町５－６－
６

車両借上契約その２
航空保安大学校長　殿谷　正
行　東京都大田区羽田空港
1-6-4

H17.10.1 5,264,530

東京都個人タクシー協同組合との間で締結している車両借
上契約その２については、左記業者は、当該地域において、
支所を有していることにより緊急時等にも迅速に対応できる
ことから、随意契約を締結したものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約
関東運輸局
長認可料金

1089
福和タクシー（株）
福岡県福岡市東区和白３－１
９－２０

車両借上契約（後期）
福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H17.10.1 3,987,730

福和タクシー（株）との間で締結している車両借上契約（後
期）については、左記業者は、地元及び三郡山近辺の交通
事情を熟知しており、必要及び緊急時において も迅速な
対応が可能であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約
九州運輸局
長認可料金

1090
富士ゼロックス（株）
東京都港区赤坂２－１７－２
２

複写機（富士ゼロックスＤＣ５５１
Ｋ）１台外７台保守請負

福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H17.10.1 3,666,800

富士ゼロックス（株）との間で締結している複写機（富士ゼ
ロックスＤＣ５５１Ｋ）１台外７台保守請負については、富士ゼ
ロックス製の複写機につては、専門的な技術が必要で富士
ゼロックス（株）が一元的に行っているため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(21年
度に一般競争入札を
行い次年度以降は、
国庫債務負担行為を
活用し複数年度契約
を行う)

単価契約
（１）普通料
金方式
単価（黒
モード）
　　 1～
1,000枚目ま
で
7.13円ほか

1091
ＮＥＣマイクロ波管（株）
神奈川県相模原市下九沢１１
２０

マグネトロン（25M10A）７個の購
入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.10.3 12,862,500

ＮＥＣマイクロ波管（株）との間で締結しているマグネトロン
（25M10A）７個の購入については、既に調達した装置の交換
部品であり、製造業者以外の者から調達した場合、その正
常な運用に著しい支障が生じる恐れがあるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1092
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

電子管（320DNB31A）９個他２点
の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.10.3 7,133,385

（株）東芝との間で締結している電子管（320DNB31A）９個他
２点の購入については、既調達物品に使用されている電子
管であり、電気的・機械的に整合した製品の唯一の製造業
者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1093
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

DME-91B型DME装置の予備品
の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.10.3 5,131,350

日本電気（株）との間で締結しているDME-91B型DME装置の
予備品の購入については、既に調達した装置の交換部品で
あり、製造業者以外の者から調達した場合、その正常な運
用に著しい支障が生じる恐れがあるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1094
池上通信機（株）
東京都大田区池上５－６－１
６

DREC-2004型デジタル録音再
生装置の予備品の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.10.3 4,097,478

池上通信機（株）との間で締結しているDREC-2004型デジタ
ル録音再生装置の予備品の購入については、既に調達した
装置の交換部品であり、製造業者以外の者から調達した場
合、その正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1095
伊藤忠アビエーション（株）
東京都港区北青山１－２－３

ボンバルディア式BD-700型機
整備士基礎訓練

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.10.7 2,495,000

伊藤忠アビエーション（株）との間で締結しているボンバル
ディア式BD-700型機整備士基礎訓練については、左記業者
が本訓練を行うことができる唯一の海外の会社の日本国内
の代理店であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1096
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

東芝９１Ｘ型ＡＳＲ実習装置技術
資料の作成

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.10.12 3,990,000

（株）東芝との間で締結している東芝９１Ｘ型ＡＳＲ実習装置
技術資料の作成については、平成１９年度から開始される新
レーダー研修の教科書作成の参考とする技術資料として作
成するもので、当該装置は成田空港事務所で使用していた
東芝９１Ｘ型ＡＳＲを移設転用することから製造会社である東
芝と随意契約を締結したものである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1097
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

教育用ＡＴＣシミュレータ交換部
品１式の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.10.12 76,618,500

日本無線（株）との間で締結している教育用ＡＴＣシミュレータ
交換部品１式の購入については、既に調達した装置の交換
部品であり、製造業者以外の者から調達した場合、その正
常な運用に著しい支障が生じる恐れがあるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1098
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

ASR-2000B型空港監視レー
ダー装置の予備品の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.10.12 70,108,500

日本無線（株）との間で締結しているASR-2000B型空港監視
レーダー装置の予備品の購入については、既に調達した装
置の交換部品であり、製造業者以外の者から調達した場
合、その正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1099
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

ILS-91D型ILS装置等の予備品
の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.10.12 53,550,000

（株）東芝との間で締結しているILS-91D型ILS装置等の予備
品の購入については、既に調達した装置の交換部品であ
り、製造業者以外の者から調達した場合、その正常な運用
に著しい支障が生じる恐れがあるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1100
明星電気（株）
東京都文京区小石川２－５－
７

CCS-79C型通信制御装置等の
予備品の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.10.12 17,325,000

明星電気（株）との間で締結しているCCS-79C型通信制御
装置等の予備品の購入については、既に調達した装置の交
換部品であり、製造業者以外の者から調達した場合、その
正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1101
（社）電気設備学会
東京都文京区本郷１－１２－
５

平成１７年度航空灯火の国際標
準化に関する調査

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.10.14 4,935,000

（社）電気設備学会との間で締結している平成１７年度航空
灯火の国際標準化に関する調査については、航空灯火照明
機器や灯火に電力を供給する電気設備等の標準化に対応
するため、これら機器に関する広範かつ高度な知識及び技
術を有し、かつ、継続的に進められる標準化作業に関し、こ
れまでの審議の状況及び経緯を熟知していることが必要不
可欠であり、左記業者はこうした条件を満たしているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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1102
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

飛行コース公開システム性能向
上作業

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.10.14 13,230,000

日本電気（株）との間で締結している飛行コース公開システ
ム性能向上作業については、既存システムのプログラム性
能向上を図るものであり、既調達プログラム等と一体的機能
及び連接性が認められ、既調達プログラム等の調達の相手
方（日本電気（株））以外の者から調達した場合には、効率
性、信頼性の観点から、その作業に膨大な時間と要員が必
要となり、かつ正常な運用に著しい支障が生じる恐れがある
と判断されるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1103
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

DREC-2004型デジタル録音再
生装置機能付加作業

東京航空交通管制部長　江
原　信太　埼玉県所沢市並木
１－１２

H17.10.14 1,890,000

日本無線（株）との間で締結しているDREC-2004型デジタル
録音再生装置機能付加作業については、当該装置の設計
及び製造を行った者以外の者が実施した場合は、効率性、
信頼性等の観点から、その作業に膨大な時間と要員が必要
となり、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあることか
ら、左記業者と随意契約を締結したものである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1104
新潟原動機（株）
東京都中央区八重洲２－９－
７

発電装置Ａ保守点検整備
システム開発評価・危機管理
センター所長　竹村　亮　大
阪府池田市空港2-2

H17.10.17 1,522,500

新潟原動機（株）との間で締結している発電装置Ａ保守点検
整備については、本装置は新潟原動機（株）が設計・製造し
た設備であったことから、技術上の機密事項等が含まれて
おり他社ではその技術面から支障が生じるおそれが思料さ
れるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(18年
度以降に一般競争入
札に移行)

1105
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

CRT･ASS'Y（SPA-A-63656-1）
２２個の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.10.17 66,990,000

日本電気（株）との間で締結しているCRT･ASS'Y（SPA-A-
63656-1）２２個の購入については、既に調達した装置の交
換部品であり、製造業者以外の者から調達した場合、その
正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1106
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

平成17年度機械施設管理保全
システム研修請負

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.10.18 2,730,000

（株）日立製作所との間で締結している平成17年度機械施設
管理保全システム研修請負については、左記業者は本シス
テムの製造者であり本システムに関する高度な専門的知識
を有していると同時に実機と同等の設備機材及びソフトウェ
アを研修用として有しており本研修を実施することができる
唯一の業者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(18年
度以降に一般競争入
札に移行)

1107
伊藤忠アビエーション（株）
東京都港区北青山１－２－３

BD-700型機操縦士定期訓練
国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.10.24 5,325,000

伊藤忠アビエーション（株）との間で締結しているBD-700型
機操縦士定期訓練については、契約の目的が航空機専門
分野に係る訓練であり高度な専門知識、所定の施設を有す
るものでなければ実施できない。ＢＤ－７００型機の訓練が可
能であるのは製造元であるカナダ国ボンバルディア社１社だ
けであり日本国内における代理店は伊藤忠アビエーション
（株）が指定されており本件は競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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1108
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

訓練用ＶＯＲ装置等保守点検作
業

航空保安大学校長　殿谷　正
行　東京都大田区羽田空港
1-6-4

H17.10.25 2,688,000

（株）東芝との間で締結している訓練用ＶＯＲ装置等保守点
検作業については、装置の性能、正常な運用を維持するた
め、設計、製造した以外の者では効率性、信頼性の点から
膨大な時間と要員が必要となり、正常な運用に支障が生じる
恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1109
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

仮設ＶＨＦデータリンクシステム
調整作業

東京航空交通管制部長　江
原　信太　埼玉県所沢市並木
１－１２

H17.10.26 1,029,000

日本電気（株）との間で締結している仮設ＶＨＦデータリンク
システム調整作業については、当該装置の設計及び製造を
行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の
観点から、その作業に膨大な時間と要員が必要となり、正常
な運用に著しい支障が生じる恐れがあることから、左記業者
と随意契約を締結したものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1110
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

教育用通信制御装置点検整備

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.10.27 4,200,000

沖電気工業（株）との間で締結している教育用通信制御装置
点検整備については、研修機材である教育用通信制御装置
が正常に機能し研修に供することができるように、本装置の
電気的及び機械的性能を熟知した業者以外が調達した場合
に起こりうる著しい支障を回避するため、設計製造から一貫
して実施した業者と随意契約を締結したものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1111
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

ホットマイク・ボイスページ押釦
ユニット（4YA6018-1029G6）３個
他１１点の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.10.28 9,660,000

沖電気工業（株）との間で締結しているホットマイク・ボイス
ページ押釦ユニット（4YA6018-1029G6）３個他１１点の購入
については、既に調達した装置の交換部品であり、製造業
者以外の者から調達した場合、その正常な運用に著しい支
障が生じる恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1112
明星電気（株）
東京都文京区小石川２－５－
７

場内気象データ印字器
（111890-001）１１個他３点の購
入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.10.28 2,313,465

明星電気（株）との間で締結している場内気象データ印字器
（111890-001）１１個他３点の購入については、既に調達した
装置の交換部品であり、製造業者以外の者から調達した場
合、その正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1113
三菱重工冷熱システム（株）
東京都中央区日本橋本町４
丁目３番５号

水冷スクリュー冷凍機精密点検
整備

那覇航空交通管制部長　近
藤　信行　那覇市鏡水334

H17.11.1 9,550,000

三菱重工冷熱システム（株）との間で締結している水冷スク
リュー冷凍機精密点検整備については、既存装置の設計及
び製造を行った以外の者が実施した場合は、効率性、信頼
性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じる恐れが
あると判断されることから、左記業者と随意契約を締結した
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1114
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

CCS-89型通信制御装置回線増
設及び調整作業

那覇航空交通管制部長　近
藤　信行　那覇市鏡水334

H17.11.1 2,992,500

沖電気工業（株）との間で締結しているCCS-89型通信制御
装置回線増設及び調整作業については、既調達装置と一体
的機能及び連接性が認められ、既調達装置の調達相手方
以外の者から調達した場合には、正常な運用に著しい支障
が生じる恐れがあると判断されることから、左記業者と随意
契約を締結したものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1115
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

福岡航空交通管制部ＣＶＣＦ装
置その他点検整備工事

福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H17.11.4 8,295,000

（株）東芝との間で締結している福岡航空交通管制部ＣＶＣＦ
装置その他点検整備工事については、対象のＣＶＣＦ装置が
（株）東芝製であり、既存設備の設計、製造、設置を行った以
外のものが実施した場合は、効率性、信頼性等の観点か
ら、正常な運用に著しい支障が生じるおそれがあると判断さ
れるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1116
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

三郡山ＡＲＳＲ局ＣＶＣＦ装置そ
の他点検整備工事

福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H17.11.4 3,570,000

（株）東芝との間で締結している三郡山ＡＲＳＲ局ＣＶＣＦ装置
その他点検整備工事については、対象のＣＶＣＦ装置が（株）
東芝製であり、既存設備の設計、製造、設置を行った以外の
ものが実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、正
常な運用に著しい支障が生じるおそれがあると判断されるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1117
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

教育用ＡＴＣシミュレータ性能向
上機器１式の製造

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.11.4 115,500,000

日本無線（株）との間で締結している教育用ＡＴＣシミュレータ
性能向上機器１式の製造については、既に調達したプログラ
ムと連接して使用するものであり、信頼性、効率性及び経済
性を確保するために既存システムの設計、製造を行った左
記業者と随意契約を結ぶものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1118
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

国際対空通信端末機器等１式
の製造

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.11.4 33,600,000

日本電気（株）との間で締結している国際対空通信端末機器
等１式の製造については、既に調達したソフトウェアと連接し
て使用するものであり、信頼性、効率性及び経済性を確保す
るために既存システムの設計、製造を行った左記業者と随
意契約を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1119
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

平成17年度RDPシステム調整工
事（その２）

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.11.7 10,500,000

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している平成17年度
RDPシステム調整工事（その２）については、当該システムの
製造を行った以外の者が実施した場合は効率性、信頼性の
観点から、その工事に膨大な時間と要員が必要となり、正常
なシステム運用に著しい支障が生じる恐れがある等と判断さ
れるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1120
（財）産業保健協会
東京都大田区多摩川１－３－
８

第２次試験における身体検査及
び身体測定

航空保安大学校長　殿谷　正
行　東京都大田区羽田空港
1-6-4

H17.11.8 1,015,245

（財）産業保険協会との間で締結している第２次試験におけ
る身体検査及び身体測定については、左記業者は、検査項
目に精通しており、出張検査が可能であることから、随意契
約を締結したものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

単価契約
身体検査料
（胸部X線･
尿･内科･血
圧）　4,000
円/人ほか

1121
八洲電機（株）
東京都港区新橋３－１－１

受配電設備・電力監視装置精密
点検整備

那覇航空交通管制部長　近
藤　信行　那覇市鏡水334

H17.11.11 2,247,000

八洲電機（株）との間で締結している受配電設備・電力監視
装置精密点検整備については、既存装置の設計及び製造を
行った以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観
点から、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあると判断
されることから、左記業者と随意契約を締結したものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1122
八洲電機（株）
東京都港区新橋３－１－１

機械施設監視制御装置点検整
備

那覇航空交通管制部長　近
藤　信行　那覇市鏡水334

H17.11.11 1,711,500

八洲電機（株）との間で締結している機械施設監視制御装置
点検整備については、既存装置の設計及び製造を行った以
外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、
正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあると判断されるこ
とから、左記業者と随意契約を締結したものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1123
日本エアロスペース（株）
東京都港区南青山２－５－１
７

ＧＰＳ　ＡＮＴ（Ｓ６７－１５７５－２
０）３個他５点の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.11.11 2,184,000

日本エアロスペース（株）との間で締結しているＧＰＳ　ＡＮＴ
（Ｓ６７－１５７５－２０）３個他５点の購入については、機体製
造者の定めた正規品以外にはなく日本国内における販売は
左記業者のみが行っているため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1124
空港施設（株）
東京都大田区羽田空港１－６
－５

航空保安大学校暖房用温水受
給

航空保安大学校長　殿谷　正
行　東京都大田区羽田空港
1-6-4

H17.11.14 9,793,909

空港施設（株）との間で締結している航空保安大学校暖房用
温水受給については、国有財産法に基づく使用許可及び空
港管理規則に基づく構内営業承認を受けて提供を行うこと
が可能な業者が一に限られ、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
基本料金
1,428,730円
/月
従量料金
1.92円/MJ

1125

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

ＳＳＲ－０５Ｔ型教育用二次監視
レーダー装置予備品１式の購入

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.11.14 15,798,300

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
ＳＳＲ－０５Ｔ型教育用二次監視レーダー装置予備品１式の
購入については、平成１８年度に整備する装置の予備品で
あり同装置と電気的、機械的に整合する必要があり本品以
外の部品を使用した場合同装置と整合せず正常に機能せ
ず、著しい支障をきたす恐れがあるため設計製造から一貫し
て実施した日本電気（株）から販売を委託されている業者と
随意契約を締結したものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1126
（財）労働科学研究所
神奈川県川崎市宮前区菅生
２－８－１４

ストレス管理モジュール（航空管
制業務関連）調査

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.11.16 5,523,000

（財）労働科学研究所との間で締結しているストレス管理モ
ジュール（航空管制業務関連）調査については、日本航空９
０７便事故に係わる再発防止に向けた安全対策の一環とし
て、ヒューマン・ファクターに関しての理解を深め効果的な訓
練の実施を目的とし航空管制官の心理的負荷となっている
ストレス管理に係る調査を実施するものである。左記業者
は、航空管制業務に係る現場調査研究実績を有しており産
業界全般にわたる多くの労働負担関連の研究をもとに航空
管制業務の現場作業実態の詳細を把握した上で調査研究
を出来る唯一の業者であることから随意契約を締結したもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1127

ＩＮＭＡＲＳＡＴ　ＬＩＭＩＴＥＤ
９９　ＣＩＴＹ　ＲＯＡＤ，ＬＯＮＤ
ＯＮ　ＥＣ１Ｙ　１ＡＸ，ＵＮＩＴＥＤ
ＫＩＮＧＤＯＭ

航空衛星システムの相互運用
性試験業務（その３）

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.11.17 21,215,425

ＩＮＭＡＲＳＡＴ　ＬＩＭＩＴＥＤとの間で締結している航空衛星シ
ステムの相互運用性試験業務（その３）については、ＭＴＳＡ
Ｔシステムが、ＩＮＭＡＲＳＡＴシステムとの間で相互運用性が
確保されていることを相互に確認するためのものである。本
業務は、航空衛星システムに精通しＩＣＡＯのＳＡＲＰｓについ
て十分な知識と経験を有し、インマルサットのＳＤＭに基づい
た運用経験を有している左記業者でなければ行うことはでき
ない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1128
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

HDLC変換ユニット（UW4562D）１
個他16点の修理

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.11.17 3,990,000

（株）東芝との間で締結しているHDLC変換ユニット
（UW4562D）１個他16点の修理については、現在運用中の通
信機器の構成品であり製造業者以外の者がこれらの物品の
修理を実施することは動作保証の信頼性、効率性等の観点
から正常な運用に著しい支障を生じる恐れがあるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1129
ＮＥＣ東芝スペースシステム
（株）
東京都府中市日新町１－１０

ＴＴＣ－２００１型衛星監視制御シ
ステムの予備品の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.11.17 147,525,000

ＮＥＣ東芝スペースシステム（株）との間で締結しているＴＴＣ
－２００１型衛星監視制御システムの予備品の購入について
は、既に調達した装置の交換部品であり、製造業者以外の
者から調達した場合、その正常な運用に著しい支障が生じ
る恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1130
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

＋５V電源モジュール２
（DG20141A）１個他４６点の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.11.17 97,650,000

（株）東芝との間で締結している＋５V電源モジュール２
（DG20141A）１個他４６点の購入については、既に調達した
装置の交換部品であり、製造業者以外の者から調達した場
合、その正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1131
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

空中線装置（174A609428-001）
１個他２３点の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.11.17 36,225,000

日本電気（株）との間で締結している空中線装置
（174A609428-001）１個他２３点の購入については、既に調
達した装置の交換部品であり、製造業者以外の者から調達
した場合、その正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1132
中央青山監査法人
東京都千代田区霞が関３－２
－５

平成16年度空港別収支の作成
業務

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.11.21 4,000,000

中央青山監査法人との間で締結している平成16年度空港別
収支の作成業務については、空港整備特別会計に係る高度
な専門知識を有する必要があるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1133
三菱電機（株）
東京都千代田区丸の内２－７
－３

ターミナルレーダー評価・訓練装
置予備品１式の購入

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.11.29 45,780,000

三菱電機（株）との間で締結しているターミナルレーダー評
価・訓練装置予備品１式の購入については、平成１７年度に
調達契約を行ったターミナルレーダー評価・訓練装置の予備
品であり同装置と電気的、機械的に整合する必要があり本
品以外の部品を使用した場合同装置と整合せず正常に機能
せず、著しい支障をきたす恐れがあるため設計製造から一
貫して実施した三菱電機（株）から販売を委託されている業
者と随意契約を締結したものである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1134
（独）宇宙航空研究開発機構
東京都調布市深大寺東町７
－４４－１

平成17年度新技術の適合性証
明等に関する調査研究

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.11.29 10,919,580

（独）宇宙航空研究開発機構との間で締結している平成17年
度新技術の適合性証明等に関する調査研究については、航
空機に新技術を導入する際には、それが航空機の安全性を
確保する上で十分なものか、また、安全性を確保するために
必要な技術的要求は何かを十分、吟味した上でこれにあた
るのが国際的な通例となっている。導入が予定されている新
技術はわが国の民間航空機では経験がなく、この安全性を
確保し適切な適合性証明を行うにはこの新技術に関する各
種技術文献調査や諸外国の技術的動向を調査する必要が
あり、この調査研究内容における深い知見と航空機技術に
係る各種新技術への精通が不可欠である。このような能力
を持つ業者は左記業者以外にはないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1135
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

空域運用管理端末装置１式の
製造

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.11.29 4,200,000

日本電気（株）との間で締結している空域運用管理端末装置
１式の製造については、既に調達したシステムと連接して使
用するものであり、製造業者以外の者から調達した場合、そ
の正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1136

（株）山武ビルシステムカンパ
ニー
東京都品川区東品川４－１２
－１

機械設備自動制御機器点検整
備

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.11.30 840,000

（株）山武ビルシステムカンパニーとの間で締結している機械
設備自動制御機器点検整備については、研修機材である研
修用航空管制用機器が正常に機能し研修に供することがで
きるように、本装置の電気的及び機械的性能を熟知した業
者以外が調達した場合に起こりうる著しい支障を回避するた
め、設計製造から一貫して実施した業者と随意契約を締結し
たものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)



件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

点検結果 講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

1137
ＡＴＣＦ共同企業体
東京都江東区豊洲３－３－３

平成17年度ATFMシステム調整
工事（その２）

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.11.30 34,650,000

ＡＴＣＦ共同企業体との間で締結している平成17年度ATFMシ
ステム調整工事（その２）については、当該システムの製造
を行った以外の者が実施した場合は効率性、信頼性の観点
から、その工事に膨大な時間と要員が必要となり、正常なシ
ステム運用に著しい支障が生じる恐れがある等と判断され
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1138

（株）日本航空インターナショ
ナル
東京都品川区東品川２－４－
１１

運輸多目的衛星による通信試
験支援業務（その１）

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.11.30 4,935,000

（株）日本航空インターナショナルとの間で締結している運輸
多目的衛星による通信試験支援業務（その１）については、
左記業者は航空機と同社コンピュータシステム間の通信の
ためのアプリケーションとして独自のものを構築しており、他
社のシステムにより機能試験を代行することはできない。ま
た航空局としては衛星通信サービスを利用している本邦内
の航空会社３社とそれぞれのケースにおいて衛星通信試験
を行うことを計画しているため、契約の性質上、他社との間
で競争を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1139
日本貨物航空（株）
東京都港区東新橋１－５－２

運輸多目的衛星による通信試
験支援業務（その３）

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.11.30 4,699,800

日本貨物航空（株）との間で締結している運輸多目的衛星に
よる通信試験支援業務（その３）については、左記業者は、
航空機と同社コンピュータシステム間の通信のためのアプリ
ケーションとして独自のものを構築しており、他社のシステム
により機能試験を代行することはできない。また航空局とし
ては衛星通信サービスを利用している本邦内の航空会社３
社とそれぞれのケースにおいて衛星通信試験を行うことを計
画しているため、契約の性質上、他社との間で競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1140
全日本空輸（株）
東京都港区東新橋１－５－２

運輸多目的衛星による通信試
験支援業務（その２）

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.11.30 4,500,000

全日本空輸（株）との間で締結している運輸多目的衛星によ
る通信試験支援業務（その２）については、左記業者は、航
空機と同社コンピュータシステム間の通信のためのアプリ
ケーションとして独自のものを構築しており、他社のシステム
により機能試験を代行することはできない。また航空局とし
ては衛星通信サービスを利用している本邦内の航空会社３
社とそれぞれのケースにおいて衛星通信試験を行うことを計
画しているため、契約の性質上、他社との間で競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1141
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

訓練用ＩＬＳ装置等保守点検作
業

航空保安大学校長　殿谷　正
行　東京都大田区羽田空港
1-6-4

H17.12.1 2,100,000

日本電気（株）との間で締結している訓練用ＩＬＳ装置等保守
点検作業については、装置の性能、正常な運用を維持する
ため、設計、製造した以外の者では効率性、信頼性の点か
ら膨大な時間と要員が必要となり、正常な運用に支障が生じ
る恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1142
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

教育用無線電話制御監視装置
等保守点検作業

航空保安大学校長　殿谷　正
行　東京都大田区羽田空港
1-6-4

H17.12.1 1,155,000

沖電気工業（株）との間で締結している教育用無線電話制御
監視装置等保守点検作業については、装置の性能、正常な
運用を維持するため、設計、製造した以外の者では効率性、
信頼性の点から膨大な時間と要員が必要となり、正常な運
用に支障が生じる恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1143
新潟原動機（株）
東京都中央区八重洲２－９－
７

庁舎用発電設備点検整備
札幌航空交通管制部長　吉
野　亨二　札幌市東区北37条
東26丁目1-25

H17.12.2 2,940,000

新潟原動機（株）との間で締結している庁舎用発電設備点検
整備については、当該発電設備は、航空局独自の仕様にて
制作されたもので、高度且つ非常に複雑な制御システム構
成となっているため、本点検整備では電源システム構成全
体に対して総合的な判断が求められ、既発電設備製造との
連続性から既設備の調達の相手方若しくはその指定する者
以外から調達した場合には、正常な運用に著しい支障が生
じる恐れがあり、これらの機器運用については航空路管制
業務に支障を及ぼさず迅速且つ確実に履行しなければなら
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1144
(有)モリミツ
札幌市豊平区美園９－３－３
－５

空調用電子集塵装置化学洗浄
その他作業

札幌航空交通管制部長　吉
野　亨二　札幌市東区北37条
東26丁目1-25

H17.12.2 1,470,000

（有）モリミツとの間で締結している空調用電子集塵装置化
学洗浄その他作業については、本作業の対象機器である空
調機の電子集塵装置は、東洋空気調和（株）が独自技術に
より設計および制作したものであり、機器の洗浄、整備にあ
たっては、制作者独自の技術を熟知した者でなければ困難
である。（有）モリミツは、東洋空気調和（株）の北海道地区の
代理店として同社機器の保守、整備、清掃等の営業権を有
し、一環した責任体制に基づき実施している。本作業を当該
業者へ請け負わせることにより、作業終了時の生涯発生等
の不具合に対し、迅速かつ確実に履行できるのは当該業者
以外他にできる者はないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1145

（株）ジーエス・ユアサパワー
サプライ
東京都港区芝公園２－１１－
１

制御用直流電源装置点検作業
システム開発評価・危機管理
センター所長　竹村　亮　大
阪府池田市空港2-2

H17.12.2 945,000

（株）ジーエス・ユアサパワーサプライとの間で締結している
制御用直流電源装置点検作業については、本装置は（株）
ジーエス・ユアサパワーサプライが設計・製造した設備で
あったことから、技術上の機密事項等が含まれており他社で
はその技術面から支障が生じるおそれが思料されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(18年
度以降に一般競争入
札に移行)

1146
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

平田ＲＣＭ装置（管制部装置）調
整作業

福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H17.12.5 2,887,500

沖電気工業（株）との間で締結している平田ＲＣＭ装置（管制
部装置）調整作業については、平田ＲＣＭ装置（管制部装
置）が沖電気工業（株）製であり、既存設備の設計、製造、設
置を行った以外のものが実施した場合は、効率性、信頼性
等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じるおそれが
あると判断されるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1147

クリハラント（株）
大阪府大阪市西区靭本町１
－１１－７信濃橋三井ビル４
階

国際航空交通情報通信システ
ム（ＡＭＨＳ）その他移設工事

福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H17.12.6 6,951,000

クリハラント（株）との間で締結している国際航空交通情報ｔる
宇真システム（ＡＭＨＳ）その他移設工事については、ＡＴＭ
システムの設置工事を上記業者が施工中であり、本工事を
上記業者以外のものが行った場合は、工事の品質・工程管
理が困難になり、システムの運用への影響も与えかねず、ま
た、左記業者が工事を実施することで管理経費も低減する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1148
（株）久米電装
沖縄県那覇市久米２－１６－
２５

空調用自動制御装置点検整備
那覇航空交通管制部長　近
藤　信行　那覇市鏡水334

H17.12.7 4,420,500

（株）久米電装との間で締結している空調用自動制御装置点
検整備については、本装置の機能等を詳細に熟知している
必要があり、既存装置の設計及び製造を行った以外の者が
実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運
用に著しい支障が生じる恐れがあると判断されることから、
左記業者と随意契約を締結したものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1149
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

ビデオクオンタイザ
（174A226545-001）１個他23点
の修理

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.12.7 4,368,000

日本電気（株）との間で締結しているビデオクオンタイザ
（174A226545-001）１個他23点の修理については、現在運
用中の通信機器の構成品であり製造業者以外の者がこれら
の物品の修理を実施することは動作保証の信頼性、効率性
等の観点から正常な運用に著しい支障を生じる恐れがある
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1150
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

基本処理装置（1228-010100-
001）１個他７点の修理

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.12.7 1,470,000

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している基本処理装
置（1228-010100-001）１個他７点の修理については、現在
運用中の通信機器の構成品であり製造業者以外の者がこ
れらの物品の修理を実施することは動作保証の信頼性、効
率性等の観点から正常な運用に著しい支障を生じる恐れが
あるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1151
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

平成１７年度航空路管制実習装
置性能向上

航空保安大学校長　殿谷　正
行　東京都大田区羽田空港
1-6-4

H17.12.8 5,250,000

日本無線（株）との間で締結している平成１７年度航空路管
制実習装置性能向上については、既存プログラムに機能追
加を行うものであり、既存プログラムとの整合が不可欠であ
るとともに、既存プログラムと一体となって機能する必要があ
る。よって、信頼性・効率性を確保しつつシステムを構築する
ためには既存プログラムについて詳細に熟知していなけれ
ば実施できないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1152
八洲電機（株）
東京都港区新橋３－１－１

受配電設備及び電力監視装置
点検整備

札幌航空交通管制部長　吉
野　亨二　札幌市東区北37条
東26丁目1-25

H17.12.9 9,765,000

八洲電機（株）との間で締結している受配電設備及び電力監
視装置点検整備については、札幌航空交通管制部に設置さ
れている受配電機器・電力監視性能装置の性能維持のた
め、動作・特性等各部について点検及び一連の動作等各種
試験を行うのであり、航空保安用電源設備及び電力監視装
置の点検整備については、点検事項やその際の部品交換
にいたる全ての工程において一貫した施工・品質管理の元
に履行されるのが、機器の安全動作に不可欠である他、こ
れらの機器運用については極限まで停止することなく航空路
管制業務に支障を及ぼさず迅速且つ確実に履行しなければ
ならないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1153
バブコック日立（株）
東京都千代田区外神田４－１
４－１

訓練設備定期点検（１２月期）及
び修繕工事

空港保安防災教育訓練セン
ター所長　安達　澄夫　長崎
県大村市箕島町364-9

H17.12.12 4,725,000

バブコック日立（株）との間で締結している訓練設備定期点
検（１２月期）及び修繕工事については、既存設備の製造を
行った以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観
点から、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあると判断
されることから、左記業者と随意契約を締結したものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1154
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

FDMSシステム性能向上
国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.12.12 493,500,000

日本電気（株）との間で締結しているFDMSシステム性能向
上については、既に調達したシステムの性能向上あり、製造
業者以外の者が実施した場合、その正常な運用に著しい支
障が生じる恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1155
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

平成17年度空域企画管理端末
（ADEW）に係る基礎データの更
新請負

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.12.14 3,255,000

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している平成17年度
空域企画管理端末（ADEW）に係る基礎データの更新請負に
ついては、既調達システムと連接性が認められ既調達シス
テムの調達相手以外の者から調達した場合信頼性、効率性
等の観点から正常な運用に著しい支障を生じる恐れがある
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1156
伊藤忠アビエーション（株）
東京都港区北青山１－２－３

軽量送受話器（MS50/T62-30-
2）４６個他４点の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.12.16 3,298,000

伊藤忠アビエーション（株）との間で締結している軽量送受話
器（MS50/T62-30-2）４６個他４点の購入については、既に
調達した装置の交換部品であり、製造業者以外の者から調
達した場合、その正常な運用に著しい支障が生じる恐れが
あるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1157
（株）山武
東京都千代田区丸の内２－７
－３

空調自動制御機器点検作業
東京航空交通管制部長　江
原　信太　埼玉県所沢市並木
１－１２

H17.12.19 5,775,000

（株）山武との間で締結している空調自動制御機器点検作業
については、本機器の機能等を詳細に熟知している必要が
あり、当該機器の設計及び製造を行った者以外の者が実施
した場合は、効率性、信頼性等の観点から、その作業に膨
大な時間と要員が必要となり、正常な運用に著しい支障が
生じる恐れがあることから、左記業者と随意契約を締結した
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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1158
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

航空路ＡＴＣシミュレータ性能向
上

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.12.20 15,750,000

日本無線（株）との間で締結している航空路ＡＴＣシミュレータ
性能向上については、研修機材である航空路ＡＴＣシミュ
レータのソフトウェアの性能向上を行うものであり、本装置の
電気的及び機械的性能を熟知した業者以外が調達した場合
に起こりうる著しい支障を回避するため、設計製造から一貫
して実施した業者と随意契約を締結したものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1159
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

ＳＳＥ-96Ａ型システム統制装置
大型表示装置投写管交換作業

札幌航空交通管制部長　吉
野　亨二　札幌市東区北37条
東26丁目1-25

H17.12.22 11,025,000

沖電気工業（株）との間で締結しているＳＳＥ-96Ａ型システム
統制装置大型表示装置投写管交換作業については、当該
装置の構成及び性能を十分に熟知し修理に必要な知識、技
術力を十分に有し、交換作業の良否に起因する傷害が発生
した場合、問題点の探求を素早く行い復旧さ、当該装置の修
理について限られた期間内で履行しなければならず、既存シ
ステムの設計及び製造を行った者以外が実施した場合は効
率性、信頼性の観点から作業に膨大な時間と要員が必要と
なり、正常な運用に著しい司法が生じる恐れがある。よって
当該装置の設計製造請負者以外他にできる者はないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1160
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

通信制御装置（帯広ＲＣＡＧ対
応）調整その他作業

札幌航空交通管制部長　吉
野　亨二　札幌市東区北37条
東26丁目1-25

H17.12.22 4,200,000

沖電気工業（株）との間で締結している通信制御装置（帯広
ＲＣＡＧ対応）調整その他作業については、通信制御装置
は、航行中の航空機と対空通信を行うものにNTT回線等を
介して他の管制機関と連絡調整を行うために航空管制官が
使用し、航空機の安全運航に必要不可欠な装置である。本
作業は通信制御装置を当該仕様書の定めた性能を総合的
に満足させるための作業であり当該装置の構成及び性能を
十分に熟知し調整に必要な知識、技術力を有し、調整工事
の良否に起因する傷害が発生した場合の問題点の研究を
素早く行い復旧させ、限られた期間内で当該契約の目的を
履行しなければならないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1161

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

教育用ＲＤＰシステム予備品１式
の購入

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H17.12.26 12,810,000

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
教育用ＲＤＰシステム予備品１式の購入については、既に設
置した装置の予備品であり同装置と電気的、機械的に整合
する必要があり本品以外の部品を使用した場合同装置と整
合せず正常に機能せず、著しい支障をきたす恐れがあるた
め設計製造から一貫して実施した（株）ＮＴＴデータから販売
を委託されている業者と随意契約を締結したものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1162
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

飛行検査事務処理システムの
AMSS飛行検査対応改修

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H17.12.26 6,825,000

日本電気（株）との間で締結している飛行検査事務処理シス
テムのAMSS飛行検査対応改修については、既存システム
の改修にあたっては現在運用中のシステムの機能の安定し
た稼動を確保した上で行わなければならない。製造業者以
外が本件を実施した場合には当該プログラムの正常な運用
に著しい支障をきたす恐れがあることから製造業者である日
本電気（株）と随意契約を結ぶものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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1163
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

無停電電源装置点検整備
那覇航空交通管制部長　近
藤　信行　那覇市鏡水334

H18.1.4 8,505,000

（株）日立製作所との間で締結している無停電電源装置点検
整備については、本装置の機能等を詳細に熟知している必
要があり、既存装置の設計及び製造を行った以外の者が実
施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用
に著しい支障が生じる恐れがあると判断されることから、左
記業者と随意契約を締結したものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1164
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

平成17年度飛行情報管理シス
テム（FDMS）等システム調整工
事（その２）

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.1.6 194,250,000

日本電気（株）との間で締結している平成17年度飛行情報管
理システム（FDMS）等システム調整工事（その２）について
は、当該システムの製造を行った以外の者が実施した場合
は効率性、信頼性の観点から、その工事に膨大な時間と要
員が必要となり、正常なシステム運用に著しい支障が生じる
恐れがある等と判断されるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1165
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

洋上管制間隔短縮対応システ
ム設計

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.1.13 11,025,000

日本電気（株）との間で締結している洋上管制間隔短縮対応
システム設計については、当該システムの製造を行った以
外の者が実施した場合は正常なシステム運用に著しい支障
が生じる恐れがある等と判断されるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1166

（株）日本航空インターナショ
ナル
東京都品川区東品川２－４－
１１

ボーイング式747-400型航空機
技量拡張訓練

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.1.13 3,390,000

（株）日本航空インターナショナルとの間で締結しているボー
イング式747-400型航空機技量拡張訓練については、実機
による訓練であり、当該型式に係る実機による訓練施設を有
するのは左記業者のみであるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(18年
度以降に一般競争入
札に移行)

1167
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

ＣＣＳ－２０００型通信制御装置
等の予備品の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.1.13 9,770,460

日本無線（株）との間で締結しているＣＣＳ－２０００型通信制
御装置等の予備品の購入については、既に調達した装置の
交換部品であり、製造業者以外の者から調達した場合、そ
の正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1168
明星電気（株）
東京都文京区小石川２－５－
７

ＷＲＵ－９０Ｄ型気象情報受信
装置等の予備品の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.1.13 6,457,500

明星電気（株）との間で締結しているＷＲＵ－９０Ｄ型気象情
報受信装置等の予備品の購入については、既に調達した装
置の交換部品であり、製造業者以外の者から調達した場
合、その正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1169
八洲電機（株）
東京都港区新橋３－１－１

消火栓ポンプ分解点検整備
東京航空交通管制部長　江
原　信太　埼玉県所沢市並木
１－１２

H18.1.13 1,207,500

八洲電機（株）との間で締結している消火栓ポンプ分解点検
整備については、本機器の機能等を詳細に熟知している必
要があり、既存機器の設計及び製造を行った以外の者が実
施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、その作業に
膨大な時間と要員が必要となり、正常な運用に著しい支障
が生じる恐れがあることから、左記業者と随意契約を締結し
たものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1170
ＡＴＣＦ共同企業体
東京都江東区豊洲３－３－３

ＴＦＭ－０３型当日交通流管理サ
ブシステム等の予備品１式の購
入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.1.18 74,865,000

ＡＴＣＦ共同企業体との間で締結しているＴＦＭ－０３型当日
交通流管理サブシステム等の予備品１式の購入について
は、既に調達した装置の交換部品であり、製造業者以外の
者から調達した場合、その正常な運用に著しい支障が生じ
る恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1171
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

ＴＡＣＡＮ－９１Ｂ型極超短波全
方向方位距離測定装置等の予
備品の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.1.18 44,089,500

日本電気（株）との間で締結しているＴＡＣＡＮ－９１Ｂ型極超
短波全方向方位距離測定装置等の予備品の購入について
は、既に調達した装置の交換部品であり、製造業者以外の
者から調達した場合、その正常な運用に著しい支障が生じ
る恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1172
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

ＡＳＣＳ－０３型空域運用管理サ
ブシステム等の予備品１式の購
入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.1.18 28,770,000

日本電気（株）との間で締結しているＡＳＣＳ－０３型空域運
用管理サブシステム等の予備品１式の購入については、既
に調達した装置の交換部品であり、製造業者以外の者から
調達した場合、その正常な運用に著しい支障が生じる恐れ
があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1173
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

ＲＣＭ－９３Ａ型無線電話制御監
視装置等の予備品の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.1.18 21,000,000

沖電気工業（株）との間で締結しているＲＣＭ－９３Ａ型無線
電話制御監視装置等の予備品の購入については、既に調
達した装置の交換部品であり、製造業者以外の者から調達
した場合、その正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1174
（株）日立ビルシステム
東京都千代田区神田錦町１
－６

ターボ冷凍機点検整備
東京航空交通管制部長　江
原　信太　埼玉県所沢市並木
１－１２

H18.1.18 9,450,000

（株）日立ビルシステムとの間で締結しているターボ冷凍機
点検整備については、本機器の機能等を詳細に熟知してい
る必要があり、既存機器の設計及び製造を行った以外の者
が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、その作
業に膨大な時間と要員が必要となり、正常な運用に著しい支
障が生じる恐れがあることから、左記業者と随意契約を締結
したものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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1175
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

航空路監視レーダー情報処理
システム監視装置等内蔵電池
交換作業

東京航空交通管制部長　江
原　信太　埼玉県所沢市並木
１－１２

H18.1.18 1,027,950

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している航空路監視
レーダー情報処理システム監視装置等内蔵電池交換作業
については、本装置の機能等を詳細に熟知している必要が
あり、既存装置の設計及び製造を行った以外の者が実施し
た場合は、効率性、信頼性等の観点から、その作業に膨大
な時間と要員が必要となり、正常な運用に著しい支障が生じ
る恐れがあることから、左記業者と随意契約を締結したもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1176
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

ＳＵＰ－９４型ＲＤＰ監視装置液
晶ディスプレイ化改修工事

システム開発評価・危機管理
センター所長　竹村　亮　大
阪府池田市空港2-2

H18.1.19 2,940,000

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結しているＳＵＰ－９４
型ＲＤＰ監視装置液晶ディスプレイ化改修工事については、
既存装置の設計及び製造を行った以外の者が実施した場合
は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支
障が生じる恐れがあると判断されることから、左記業者と随
意契約を締結したものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1177
三菱電機（株）
東京都千代田区丸の内２－７
－３

受配電設備改修その他工事
システム開発評価・危機管理
センター所長　竹村　亮　大
阪府池田市空港2-2

H18.1.19 1,785,000

三菱電機（株）との間で締結している受配電設備改修その他
工事については、受配電設備の停復電制御回路の改修であ
る。本設備は三菱電機（株）に製造され技術上の機密事項等
が含まれいたため、他社では改修等が困難であると思料さ
れたため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1178

（株）ジーエス・ユアサパワー
サプライ
東京都港区芝公園２－１１－
１

統合棟直流電源盤精密点検整
備工事

福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H18.1.19 5,985,000

（株）ジーエス・ユアサパワーサプライとの間で締結している
統合棟直流電源盤精密点検整備工事については、対象の
直流電源盤が（株）ジーエス・ユアサパワーサプライ製であ
り、既存設備の設計、製造、設置を行った以外のものが実施
した場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に
著しい支障が生じるおそれがあると判断されるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1179

（株）サイマル・インターナショ
ナル
東京都港区虎ノ門１－２５－
５

第24回太平洋航空管制事務レ
ベル調整会議（IPACG/24）にお
ける通訳

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.1.20 2,070,000

（株）サイマル・インターナショナルとの間で締結している第24
回太平洋航空管制事務レベル調整会議（IPACG/24）におけ
る通訳については、今回の会議では航空専門分野に関わる
専門用語が多用されることから、その通訳内容が今後の日
米間の航空施策の進展に必要不可欠な要件となるために、
本会議の内容に精通し、かつ継続的に通訳を行ってきた実
績のあるものでなければならない。よって以前から同会議に
おいて通訳を実施している左記業者と随意契約を結ぶもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1180
（株）日立ビルシステム
東京都千代田区神田錦町１
－６

ターボ冷凍機等点検及びＲ－２
Ｎ分解点検整備工事

福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H18.1.23 5,272,000

（株）日立ビルシステムとの間で締結しているターボ冷凍機
等点検及びＲ－２Ｎ分解点検整備工事については、対象の
ターボ冷凍機が（株）日立ビルシステム製であり、既存設備
の設計、製造、設置を行った以外のものが実施した場合は、
効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が
生じるおそれがあると判断されるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1181
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

平成17年度飛行情報管理シス
テム（FDMS）等システム性能向
上（その２）

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.1.23 8,400,000

日本電気（株）との間で締結している平成17年度飛行情報管
理システム（FDMS）等システム性能向上（その２）について
は、既に調達したシステムの性能向上あり、製造業者以外
の者が実施した場合、その正常な運用に著しい支障が生じ
る恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1182
（株）ホンヤク出版社
東京都新宿区本塩町１４－９

全地球的測位システム／広域
補強システム機上装置のための

低運用性能基準翻訳作業

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.1.23 4,147,500

（株）ホンヤク出版社との間で締結している全地球的測位シ
ステム／広域補強システム機上装置のための 低運用性
能基準翻訳作業については、再度の入札をしても落札者が
いないため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1183
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

マニラデジタル回線設置・調整
工事

那覇航空交通管制部長　近
藤　信行　那覇市鏡水334

H18.1.24 7,770,000

沖電気工業（株）との間で締結しているマニラデジタル回線
設置・調整工事については、既存システムの設計及び製造
を行った者以外の者が実施した場合は、効率性・信頼性等
の観点から、その工事に膨大な時間と要員が必要となり、ま
た、同システムの正常な運用に著しい支障が生じる恐れが
あることから、左記業者と随意契約を締結したものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1184
（株）日立ビルシステム
東京都千代田区神田錦町１
－６

冷凍機点検整備
札幌航空交通管制部長　吉
野　亨二　札幌市東区北37条
東26丁目1-25

H18.1.26 4,200,000

（株）日立ビルシステムとの間で締結している冷凍機点検整
備については、当該冷熱源機器は、（株）日立製作所独自の
仕様にて作成されたもので、高度且つ非常に複雑な制御シ
ステム構成となっているため、本点検整備では冷熱源しすて
む構成全体に対して総合的な判断が求められ、既冷熱源機
器製造との連続性から既機器調達の相手方若しくはその指
定する者以外から調達した場合には、効率性、信頼性等の
観点から、本点検整備に膨大な時間と要員が必要となり航
空保安施設の正常な運用にきたすため、当該装置の構成及
び性能を十分に熟知し調整に必要な知識、技術力を有し、
調整工事の良否に起因する傷害が発生した場合の問題点
の研究を素早く行い復旧させ、限られた期間内で当該契約
の目的を履行できるのは当該装置の設計製造請負者以外
他にできる者はないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1185
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上小
田中４－１－１

航空保安無線施設部品（操作制
御ユニット）15個の修理

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.1.26 5,638,500

富士通（株）との間で締結している航空保安無線施設部品
（操作制御ユニット）15個の修理については、本部品の製造
業者以外の者がこれらの物品の修理を実施することは動作
保証の信頼性、効率性の観点から正常な運用に著しい支障
を来たす恐れがあるため、製造業者と随意契約を結ぶことと
する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1186

三菱重工エンジン発電システ
ム（株）
東京都品川区西五反田７－２
５－５

管制部発電装置Ａ保守点検整
備工事

福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H18.1.27 2,520,000

三菱重工エンジン発電システム（株）との間で締結している
管制部発電装置Ａ保守点検整備工事については、対象の発
電装置Ａが三菱重工エンジン発電システム（株）製であり、既
存設備の設計、製造、設置を行った以外のものが実施した
場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著し
い支障が生じるおそれがあると判断されるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1187
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

福岡航空交通管制部ＳＵＰ－９４
Ａ型ＲＤＰ監視装置液晶ディスプ
レイ化改修作業

福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H18.1.27 2,677,500

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している福岡航空交
通管制部ＳＵＰ－９４Ａ型ＲＤＰ監視装置液晶ディスプレイ化
改修作業については、ＳＵＰ－９４Ａ型ＲＤＰ監視装置が（株）
エヌ・ティ・ティ・データ製であり、既存設備の設計、製造、設
置を行った以外のものが実施した場合は、効率性、信頼性
等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じるおそれが
あると判断されるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1188
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

飛行コース公開システム調整工
事

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.1.30 27,300,000

日本電気（株）との間で締結している飛行コース公開システ
ム調整工事については、当該システムの製造を行った以外
の者が実施した場合は効率性、信頼性の観点から、その工
事に膨大な時間と要員が必要となり、正常なシステム運用に
著しい支障が生じる恐れがある等と判断されるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1189
鳳文書林出版販売（株）
東京都港区新橋３－７－３

航空関係告示集８８冊他８点の
購入

航空保安大学校長　殿谷　正
行　東京都大田区羽田空港
1-6-4

H18.1.31 2,356,675

鳳文書林出版販売（株）との間で締結している航空関係告示
集８８冊他８点の購入については、航空専門分野に係る 新
の情報を収集し研修業務に資するため、購入するものであ
る。本調達品は、左記業者のみが発行及び販売をしており、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

1190
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

航空機アドレス監視装置その他
調整作業

福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H18.2.2 7,035,000

日本電気（株）との間で締結している航空機アドレス監視装
置その他調整作業については、航空機アドレス監視装置が
日本電気（株）製であり、既存設備の設計、製造、設置を
行った以外のものが実施した場合は、効率性、信頼性等の
観点から、正常な運用に著しい支障が生じるおそれがあると
判断されるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1191
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

多目的電話制御装置一斉呼出
機能付加その他作業

福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H18.2.2 1,470,000

沖電気工業（株）との間で締結している多目的電話制御装置
一斉呼出機能付加その他作業については、多目的電話制
御装置が沖電気工業（株）製であり、既存設備の設計、製
造、設置を行った以外のものが実施した場合は、効率性、信
頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じるおそ
れがあると判断されるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1192
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

ＳＳＥ－９６型システム統制装置
大型表示装置投写管交換作業

東京航空交通管制部長　江
原　信太　埼玉県所沢市並木
１－１２

H18.2.2 8,925,000

沖電気工業（株）との間で締結しているＳＳＥ－９６型システ
ム統制装置大型表示装置投写管交換作業については、本
装置の機能等を詳細に熟知している必要があり、既存装置
の設計及び製造を行った以外の者が実施した場合は、効率
性、信頼性等の観点から、その作業に膨大な時間と要員が
必要となり、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあるこ
とから、左記業者と随意契約を締結したものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1193
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

ＳＵＰ－９４Ａ型航空路レーダー
情報処理システム監視装置液
晶ディスプレイ化改修作業

東京航空交通管制部長　江
原　信太　埼玉県所沢市並木
１－１２

H18.2.2 2,362,500

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結しているＳＵＰ－９４
Ａ型航空路レーダー情報処理システム監視装置液晶ディス
プレイ化改修作業については、本装置の機能等を詳細に熟
知している必要があり、既存装置の設計及び製造を行った
以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点か
ら、その作業に膨大な時間と要員が必要となり、正常な運用
に著しい支障が生じる恐れがあることから、左記業者と随意
契約を締結したものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1194
ジョンソンコントロールズ（株）
 東京都渋谷区笹塚１－５０－
１

空気調和設備自動制御装置点
検整備

福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H18.2.6 3,675,000

ジョンソンコントロールズ（株）との間で締結している空気調
和設備自動制御装置点検整備については、対象の空気調
和設備自動制御装置がジョンソンコントロールズ（株）製であ
り、既存設備の設計、製造、設置を行った以外のものが実施
した場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に
著しい支障が生じるおそれがあると判断されるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1195
あずさ監査法人
東京都新宿区津久戸町１－２

空港整備特別会計の平成16年
度特別会計財務書類作成支援
業務

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.2.6 2,611,455

あずさ監査法人との間で締結している空港整備特別会計の
平成16年度特別会計財務書類作成支援業務については、
左記業者は本業務の作成基準に精通しているとともに特殊
法人等の会計基準等にも精通していることから限られた時
間での作成に必要となる的確な指導等を受けることが可能
な業者は当該法人が妥当であるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1196
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

国土交通本省航空局電子申請
システム講習会実施支援業務

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.2.6 1,267,895

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している国土交通本
省航空局電子申請システム講習会実施支援業務について
は、当該システムの細部にわたるまで熟知しているのは左
記業者のみであるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1197
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

ＳＵＰ－９４Ａ型ＲＤＰ監視装置液
晶ディスプレイ化改修作業

札幌航空交通管制部長　吉
野　亨二　札幌市東区北37条
東26丁目1-25

H18.2.7 2,835,000

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結しているＳＵＰ－９４
Ａ型ＲＤＰ監視装置液晶ディスプレイ化改修作業について
は、当該装置の構成及び性能を十分に熟知し修理に必要な
知識、技術力を十分に有し、交換作業の良否に起因する傷
害が発生した場合、問題点の探求を素早く行い復旧させ、当
該装置の修理について限られた期間内で履行しなければな
らず、既存システムの設計及び製造を行った者以外が実施
した場合は効率性、信頼性の観点から作業に膨大な時間と
要員が必要となり、正常な運用に著しい支障が生じる恐れ
がある。よって当該装置を設計・製造した者以外他にできる
者はないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1198
（株）コムセック
東京都港区西新橋３－４－１

防護警報装置更新工事
東京航空交通管制部長　江
原　信太　埼玉県所沢市並木
１－１２

H18.2.7 9,030,000

（株）コムセックとの間で締結している防護警報装置更新工
事については、当部に設置されているフェンス警戒線の老朽
化した部品を交換し正常な機能の回復を図るものである。本
装置は、構外からの不法侵入者の有無を確認する保安上重
要な装置であり、安全かつ円滑に実施するためには、同シス
テムの企画・設計をこれらに関する詳細な技術資料・図面等
は同社でしか保有していない。よって、（株）マコムから平成１
４年に同業務を移管された専門的知識・技術力により適格に
実施出来る左記業者と随意契約を締結したものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1199
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

音声出力ボード（CEG-51）１枚
他６点修理

航空保安大学校長　殿谷　正
行　東京都大田区羽田空港
1-6-4

H18.2.8 2,625,000

日本無線（株）との間で締結している音声出力ボード（CEG-
51）１枚他６点修理については、現在運用中の通信機器の
構成品であり、装置の運用を維持するためには装置と電気
的・機械的に整合がとれている必要があり、装置との整合性
を確認できる試験環境・技術者等の体制が整っているのは
本修理物品の左記業者のみであるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1200
八洲電機（株）
東京都港区新橋３－１－１

無停電電源設備点検整備
札幌航空交通管制部長　吉
野　亨二　札幌市東区北37条
東26丁目1-25

H18.2.8 11,550,000

八洲電機（株）との間で締結している無停電電源設備点検整
備については、札幌航空交通管制部に設置されている無停
電電源設備の性能維持のため、動作・特性等各部について
点検及び一連の動作等各種試験を行うのであり、無停電電
源措置の点検整備については、点検事項やその際の部品
交換にいたる全ての工程において一貫した施工・品質管理
の元に履行されるのが、機器の安全動作に不可欠である
他、これらの機器運用については極限まで停止することな
く、迅速且つ確実に履行し、航空路管制業務に支障を及ぼさ
ない唯一の点検方法を確立しているのは当該装置の設計製
造請負者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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1201

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

ＭＤＰ端末Ⅴ型装置１式購入
福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H18.2.8 3,549,000

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
ＭＤＰ端末Ⅴ型装置１式購入については、ＭＤＰ端末がサン
ワコムシスエンジニアリング（株）製であり、既存設備の設
計、製造、設置を行った以外のものから購入した場合は、効
率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生
じるおそれがあると判断されるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1202

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

ＡＤＳ／ＣＰＤＬＣ疑似解析ソフト
１式の購入

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H18.2.9 3,360,000

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結しているＡ
ＤＳ／ＣＰＤＬＣ疑似解析ソフト１式の購入については、既に
設置した装置の予備品であり同装置と電気的、機械的に整
合する必要があり本品以外の部品を使用した場合同装置と
整合せず正常に機能せず、著しい支障をきたす恐れがある
ため設計製造から一貫して実施した日本電気（株）から販売
を委託されている業者と随意契約を締結したものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1203
（株）信光
中央区日本橋茅場町１－１１
－３

八重岳ARSRスタローユニット購
入

那覇航空交通管制部長　北
原　義彰　那覇市鏡水334

H18.2.9 3,045,000

（株）信光との間で締結している八重岳ARSRスタローユニッ
ト購入については、既調達装置と一体的機能及び連接性が
認められ、既調達装置の調達相手方以外の者から調達した
場合には、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあると
判断されることから、左記業者と随意契約を締結したもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1204
ＮＥＣネッツエスアイ（株）
東京都品川区東品川１－３９
－９

警備用監視カメラ及び映像監視
装置交換作業

福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H18.2.13 2,226,000

ＮＥＣネッツエスアイ（株）との間で締結している警備用監視カ
メラ及び映像監視装置交換作業については、当部の防護警
報装置が（株）ネッツエスアイ製であり、装置の中の監視カメ
ラと映像監視装置の取替作業のため、既存設備の設計、製
造、設置を行った以外のものが実施した場合は、効率性、信
頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じるおそ
れがあると判断されるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1205
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

ＭＤＰシステム性能向上
国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.2.13 168,000,000

日本電気（株）との間で締結しているＭＤＰシステム性能向上
については、既調達品と一体的機能及び連接性が認められ
るものであり製造業者以外から調達した場合にはＭＤＰの運
用に著しい支障が生じる恐れがあるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1206

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

グライドパスストラクチュア解析
装置オーバーホール

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H18.2.14 4,137,000

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
グライドパスストラクチュア解析装置オーバーホールについ
ては、研修教材であるグライドパスストラクチュア解析装置の
機能を維持するため、移動式モニタ空中線装置の分解・洗
浄及び部品交換を行い本装置が正常に機能し研修に供する
ことが出来るように、本装置の電気的及び機械的性能を熟
知した業者以外が調達した場合に起こりうる著しい支障を回
避するため、製造から一貫して実施した日本電気（株）から
契約を委託された業者と随意契約を締結したものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1207
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

SUP-94A型RDP監視装置液晶
ディスプレイ化改修工事

那覇航空交通管制部長　北
原　義彰　那覇市鏡水334

H18.2.14 2,782,500

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結しているSUP-94A型
RDP監視装置液晶ディスプレイ化改修工事については、当
該装置の性能等を詳細に熟知している必要があり、設計、
製造まで一貫して実施した者以外から調達した場合、効率
性、信頼性の観点から、その作業に膨大な時間と要員が必
要となり、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがある。以
上のことから、左記業者と随意契約を締結したものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1208
琉球設備メンテナンス（株）
沖縄県那覇市西２－２－２

水冷スクリュー冷凍機冷却塔充
填材交換作業

那覇航空交通管制部長　北
原　義彰　那覇市鏡水334

H18.2.14 1,680,000

琉球設備メンテナンス（株）との間で締結している水冷スク
リュー冷凍機冷却塔充填材交換作業については、当該装置
の性能等を詳細に熟知している必要があり、設計、製造まで
一貫して実施した者以外から調達した場合、効率性、信頼性
の観点から、その作業に膨大な時間と要員が必要となり、正
常な運用に著しい支障が生じる恐れがある。以上のことか
ら、左記業者と随意契約を締結したものである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1209
（株）信光
東京都中央区日本橋茅場町
１－１１－３

三郡山ＡＲＳＲ熱交換装置５年
定期整備工事

福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H18.2.15 11,550,000

（株）信光との間で締結している三郡山ＡＲＳＲ熱交換装置５
年定期整備工事については、対象の熱交換装置が（株）信
光設置のものであり、既存設備の設計、製造、設置を行った
以外のものが実施した場合は、効率性、信頼性等の観点か
ら、正常な運用に著しい支障が生じるおそれがあると判断さ
れるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1210
（株）日立国際電気
東京都千代田区外神田４－１
４－１

航空保安無線施設部品（操作制
御ユニット）７個の修理

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.2.15 1,785,000

（株）日立国際電気との間で締結している航空保安無線施設
部品（操作制御ユニット）７個の修理については、本件修理
物品は既に調達した部品の構成部品であり、装置の運用を
維持することを確認できるのは製造業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1211
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

航空保安無線施設部品（デコー
ダコーダユニット）他１式の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.2.15 63,483,000

日本電気（株）との間で締結している航空保安無線施設部品
（デコーダコーダユニット）他１式の購入については、既に調
達した装置の交換部品であり、製造業者以外の者から調達
した場合、その正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1212

（株）北海道ジーエス・ユアサ
サービス
札幌市白石区菊水７条２丁目
８番１３号

CCS-89型通信制御装置蓄電池
交換調整作業

札幌航空交通管制部長　吉
野　亨二　札幌市東区北37条
東26丁目1-25

H18.2.17 4,347,000

（株）北海道ジーエス・ユアササービスとの間で締結している
CCS-89型通信制御装置蓄電池交換調整作業については、
当該装置の構成及び性能を十分に熟知し修理に必要な知
識、技術力を十分に有し、交換作業の良否に起因する傷害
が発生した場合、問題点の探求を素早く行い復旧させ、当該
装置の修理について限られた期間内で履行しなければなら
ず、既存システムの設計及び製造を行った者以外が実施し
た場合は効率性、信頼性の観点から作業に膨大な時間と要
員が必要となり、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあ
る。よって当該装置（直流電源装置B及び無停電電源装置
B）を設計・製造した者以外他にできる者はないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1213
三菱重工冷熱システム（株）
東京都中央区日本橋本町４
丁目３番５号

空冷スクリュー冷凍機臨時整備
那覇航空交通管制部長　北
原　義彰　那覇市鏡水334

H18.2.17 1,785,000

三菱重工冷熱システム（株）との間で締結している空冷スク
リュー冷凍機臨時整備については、当該装置の性能等を詳
細に熟知している必要があり、設計、製造まで一貫して実施
した者以外から調達した場合、効率性、信頼性の観点から、
その作業に膨大な時間と要員が必要となり、正常な運用に
著しい支障が生じる恐れがある。以上のことから、左記業者
と随意契約を締結したものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1214

三菱重工エンジン発電システ
ム（株）
東京都品川区西五反田７－２
５－５

発電装置点検整備
東京航空交通管制部長　江
原　信太　埼玉県所沢市並木
１－１２

H18.2.17 3,937,500

三菱重工エンジン発電システム（株）との間で締結している
発電装置点検整備については、本装置の機能等を詳細に熟
知している必要があり、既存装置の設計及び製造を行った
以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点か
ら、その作業に膨大な時間と要員が必要となり、正常な運用
に著しい支障が生じる恐れがあることから、左記業者と随意
契約を締結したものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1215
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園２－４－１

SAAB2000型機操縦士定期訓練
国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.2.21 3,080,000

三井物産エアロスペース（株）との間で締結している
SAAB2000型機操縦士定期訓練については、契約の目的が
航空専門分野に係る訓練であり、高度な専門知識を有し、か
つ所定の施設を有する等特定の者でなければ実施できな
い。本件を実施できる施設を有するのはスイス・アビエーショ
ン・トレーニング社であるが日本国内における代理店は左記
業者が指定されているため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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1216
（株）信光
中央区日本橋茅場町１－１１
－３

八重岳ARSR熱交換装置オー
バーホール作業

那覇航空交通管制部長　北
原　義彰　那覇市鏡水334

H18.2.22 12,075,000

（株）信光との間で締結している八重岳ARSR熱交換装置
オーバーホール作業については、当該装置の性能等を詳細
に熟知している必要があり、設計、製造まで一貫して実施し
た者以外から調達した場合、効率性、信頼性の観点から、そ
の作業に膨大な時間と要員が必要となり、正常な運用に著
しい支障が生じる恐れがある。以上のことから、左記業者と
随意契約を締結したものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1217
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

福岡航空交通管制部電力監視
制御装置点検整備工事

福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H18.2.22 9,765,000

（株）東芝との間で締結している福岡航空交通管制部電力監
視制御装置点検整備工事については、対象の電力監視制
御装置が（株）東芝製であり、既存設備の設計、製造、設置
を行った以外のものが実施した場合は、効率性、信頼性等
の観点から、正常な運用に著しい支障が生じるおそれがあ
ると判断されるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1218
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

ＳＳＥ－９６型システム統制装置
大型表示装置投写管交換作業

福岡航空交通管制部長　浅
川　亮基　福岡市東区大字奈
多字小瀬抜１３０２－１７

H18.2.24 9,975,000

沖電気工業（株）との間で締結しているＳＳＥ－９６型システ
ム統制装置大型表示装置投写管交換作業については、ＳＳ
Ｅ－９６型システム統制装置が沖電気工業（株）製であり、既
存設備の設計、製造、設置を行った以外のものが実施した
場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著し
い支障が生じるおそれがあると判断されるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1219
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

航空保安無線施設部品（直流電
源ユニット他）26個の修理

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.2.24 4,231,500

日本無線（株）との間で締結している航空保安無線施設部品
（直流電源ユニット他）26個の修理については、本件修理物
品は既に調達した部品の構成部品であり、装置の運用を維
持することを確認できるのは製造業者のみあるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1220
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

航空保安無線施設部品（増幅検
波器他）12個の修理

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.2.24 1,522,500

日本電気（株）との間で締結している航空保安無線施設部品
（増幅検波器他）12個の修理については、本件修理物品は
既に調達した部品の構成部品であり、装置の運用を維持す
ることを確認できるのは製造業者のみあるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1221

パナソニックＳＳマーケティン
グ（株）
宮城県仙台市泉区八乙女１
－５－１１

航空保安訓練支援装置点検整
備

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H18.2.25 1,134,000

パナソニックＳＳマーケティング（株）との間で締結している航
空保安訓練支援装置点検整備については、研修機材である
航空保安訓練支援装置が正常に機能し研修に供することが
できるように、本装置の電気的及び機械的性能を熟知した
業者以外が調達した場合に起こりうる著しい支障を回避する
ため、設計製造から一貫して実施した業者と随意契約を締
結したものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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1222
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

航空保安無線施設部品（主記憶
装置シート）13個の修理

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.2.28 2,205,000

沖電気工業（株）との間で締結している航空保安無線施設部
品（主記憶装置シート）13個の修理については、本件修理物
品は既に調達した部品の構成部品であり、装置の運用を維
持することを確認できるのは製造業者のみあるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1223
明星電気（株）
東京都文京区小石川２－５－
７

航空保安無線施設部品（風向風
速分岐表示器他）６個の修理

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.2.28 1,491,000

明星電気（株）との間で締結している航空保安無線施設部品
（風向風速分岐表示器他）６個の修理については、本件修理
物品は既に調達した部品の構成部品であり、装置の運用を
維持することを確認できるのは製造業者のみあるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1224
（株）大塚商会
東京都千代田区飯田橋２－１
８－４

ネットワーク環境設定
システム開発評価・危機管理
センター所長　竹村　亮　大
阪府池田市空港2-2

H18.3.2 1,942,500

（株）大塚商会との間で締結しているネットワーク環境設定に
ついては、レンタル・（旧）サーバー等の契約期間が満了し、
（新）サーバー等を契約更新するところであるが、現在、当セ
ンターのネットワーク環境は、航空局を中心に地方航空局及
び各管制部等とのツリー型システム（グループウェア）にて運
用を行っているところである。今回、当センターのサーバー等
を更新することにより、再度、航空局等の間における正確な
システムの再構築を図る必要がある。このため、当センター
側はもとより航空局側の運用・設定状況等を踏まえた環境
設定が必要となり、これを怠った場合、ツリー型システムであ
るため、当センター側だけではなく、航空局等のシステムに
も影響を及ぼすことが考えられる。左記業者は、本システム
を構築した日本ユニシス（株）から委託されており、また、同
様のシステム移行を他官署にて実施し、その経験は十分で
ある。また、不測の事態が発生した場合にも、迅速な対応が
可能であると思料されたため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1225
航空資源研究所
埼玉県入間市小谷田１５１８
－２７９

PathPlannerA5ソフトウェア（ネッ
トワーク対応版）１式の購入

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.3.2 1,937,250

航空資源研究所との間で締結しているPathPlannerA5ソフト
ウェア（ネットワーク対応版）１式の購入については、国内に
おける販売先が左記業者しかいないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

1226
ＮＥＣフィールディング（株）
東京都港区三田１－４－２８

データカートリッジ２箱他６点購
入

東京航空交通管制部長　江
原　信太　埼玉県所沢市並木
１－１２

H18.3.2 6,272,280

ＮＥＣフィールディング（株）との間で締結しているデータカー
トリッジ２箱他６点購入については、既に調達した装置の消
耗品である。当該部品は、製造者の定めた正規部品以外に
なく、当該部品をを製造者した日本電気（株）の販売代理店
であることから、左記業者と随意契約を締結したものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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1227
スペースシステムズ／ロラル
米国カリフォルニア州パロア
ルト市ファビアン通り３８２５

運輸多目的衛星新１号ＡＰＳパ
ラメータ検証業務請負

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.3.6 4,400,000

スペースシステムズ／ロラルとの間で締結している運輸多目
的衛星新１号ＡＰＳパラメータ検証業務請負については、既
に実施された運用計画の妥当性の検証と解析を実施した上
で導入されることとなるが、これらについては、熟練した運用
経験と多くの類似衛星の運用データを有し、かつＭＴＳＡＴ－
１Ｒの設計製造を実施し、衛星の構造を熟知している衛星製
造業者が行うことが必要不可欠であるため。またさらに、こ
れらの業務の実施に必要な、衛星の技術情報は、米国法
ITAR１２４章（製造ライセンス契約及び技術支援契約）により
開示制限の対象となっており、本業務を実施できるのは標記
業者のみであり、他と競争を許さないものであるため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

1228
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

航空機アドレス監視装置伝送端
末調整作業

東京航空交通管制部長　江
原　信太　埼玉県所沢市並木
１－１２

H18.3.7 1,890,000

日本電気（株）との間で締結している航空機アドレス監視装
置伝送端末調整作業については、AAM-05型航空機アドレ
ス監視装置伝送端末の総合調整を行うもので、実施するに
あたり、作業全体を安全かつ迅速に行う必要があり、本装置
を詳細に熟知している必要がある。本装置の設計、製造及
び調整を行い、当該装置に関し詳細を熟知し、また、高度な
技術を有する唯一の者であることから、左記業者と随意契約
を締結したものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1229
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

タッチ入力ユニット１個他７点修
理

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H18.3.10 1,575,000

日本無線（株）との間で締結しているタッチ入力ユニット１個
他７点修理については、研修機材である教育用管制シミュ
レータ及び教育用ＲＤＳ装置の機能維持のため当該装置の
構成品を修理するもので、本装置の電気的及び機械的性能
を熟知した業者以外が調達した場合に起こりうる著しい支障
を回避するため、設計製造から一貫して実施した業者と随意
契約を締結したものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1230

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

移相器１個他６点修理

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H18.3.10 1,575,000

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
移相器１個他６点修理については、教育用ＴＡＣＡＮ装置及
び教育用ＩＬＳ装置並びに教育用ＲＤＰ周辺装置の機能維持
のため当該装置の構成品を修理するもので、本装置の電気
的及び機械的性能を熟知した業者以外が調達した場合に起
こりうる著しい支障を回避するため設計製造から一貫して実
施した日本電気（株）から契約を委託されている業者と随意
契約を締結したものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1231
(株)東洋製作所
東京都品川区東品川４－１１
－３４

ユニット型空調機保守整備
札幌航空交通管制部長　吉
野　亨二　札幌市東区北37条
東26丁目1-25

H18.3.10 1,050,000

（株）東洋製作所との間で締結しているユニット型空調機保
守整備については、札幌航空交通管制部に設置されている
ユニット型空調機の性能維持のため、修繕及び点検整備を
行うのもので、当該機器は（株）東洋製作所が独自の技術に
より設計・製造した者であり、機器の修繕及び点検調整にあ
たっては、制作者独自の技術を熟知した者でなければ当該
機器の点検調整は確実に履行できないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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1232
（株）ネクスト・ワン
東京都中央区銀座８－８－１
９

管制空域図作成
システム開発評価・危機管理
センター所長　竹村　亮　大
阪府池田市空港2-2

H18.3.13 1,795,500

（株）ネクスト・ワンとの間で締結している管制空域図作成に
ついては、当センターは東京（管）又は成田（事）が災害等に
より被災した場合の代替施設としての設備を有している関係
上、当センターで使用する空域図は両官署にて使用されて
いる空域図と色彩、視認性及び可動性が同一であることが
必須であるため、左記業者と随意契約を締結したものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1233
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

教育用ＲＤＰシステム周辺装置
点検整備（第２期）

航空保安大学校岩沼研修セ
ンター所長　中辻　良仁　宮
城県岩沼市下野郷字北長沼
４

H18.3.15 4,200,000

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している教育用ＲＤ
Ｐシステム周辺装置点検整備（第２期）については、研修機
材である教育用ＲＤＰシステム周辺装置が正常に機能し研
修に供することができるように、本装置の電気的及び機械的
性能を熟知した業者以外が調達した場合に起こりうる著しい
支障を回避するため、設計製造から一貫して実施した業者と
随意契約を締結したものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1234
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

通信制御装置等点検請負（前
期）

システム開発評価・危機管理
センター所長　竹村　亮　大
阪府池田市空港2-2

H18.3.22 2,257,500

沖電気工業（株）との間で締結している通信制御装置等点検
請負（前期）については、本装置は沖電気工業（株）が設計・
製造した設備であったことから、技術上の機密事項等が含ま
れており他社ではその技術面から支障が生じるおそれが思
料されるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

1235
（株）ＣＲＣソリューションズ
東京都江東区南砂２－７－５

平成17年度飛行経路評価装置
に係る基礎データ更新

国土交通省航空局長　岩崎
貞二　東京都千代田区霞が
関２－１－３

H18.3.22 15,960,000

（株）ＣＲＣソリューションズとの間で締結している平成17年度
飛行経路評価装置に係る基礎データ更新については、左記
業者は日本における飛行経路評価装置の独占販売代理店
であるでありデータの販売、更新サービスを含む一切のサー
ビスが行えるのは当該業者のみであるため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

1236
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

飛行情報管理システム集配信
装置の遠隔監視装置一式購入

東京航空交通管制部長　江
原　信太　埼玉県所沢市並木
１－１２

H18.3.24 3,150,000

日本電気（株）との間で締結している飛行情報管理システム
集配信装置の遠隔監視装置一式購入については、飛行情
報管理システム集配信装置を遠隔にて監視するために購入
するものである。本装置は、本体とLAN構成させるためルー
タに接続することにより、監視装置として機能されるものであ
り、本体の製造メーカーである左記業者にて製造及び販売し
ている製品以外にないことから、左記業者と随意契約を締結
したものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)


